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第１節 目  的 

 
この計画は，事前の想定を超える事態が発生するおそれがあることに十分留意しつつ，広島県内に

おいて発生が想定されるあらゆる地震・津波災害に対処するため，県，市町，指定地方行政機関，自

衛隊，指定公共機関，指定地方公共機関及び防災上重要な施設の管理者（以下「防災関係機関」とい

う。）が処理すべき事務又は業務の大綱を定め，更に，県民の役割を明らかにし，各種災害対策を迅

速，的確かつ総合的に実施することにより，県民の生命，身体及び財産を地震・津波災害から保護す

ることを目的とする。 
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震災対策編・津波災害対策計画 第１章 第２節 

 

第２節 基本方針 

 
 １ この計画は，災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４０条の規定により作成してい

る「広島県地域防災計画」の別編とする。 
 
 ２ この計画は，平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災や平成２３年３月に発生した東日本大

震災などの近年の大規模災害の経験を踏まえ，防災の時間経過に応じて，災害予防計画，災害応

急対策計画及び災害復旧計画の基本的事項を定め，地震・津波災害対策を総合的に推進していく

ものである。 
 
 ３ この計画に基づき，各防災関係機関は細部実施計画等を定め，その具体的推進に努める。 
 
 ４ この計画は，防災関係機関の地震・津波災害対策の推進状況に応じて，必要な修正を行う。 
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震災対策編・津波災害対策計画 第１章 第３節 

第３節 防災業務実施上の基本理念及び基本原則 

 

１ 基本理念 

防災関係機関は，災害対策について，次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 

（１）本県の自然的特性に鑑み，人口，産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ，災害の発生を

常に想定するとともに，災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図る。 

（２）災害対策の実施に当たっては，防災関係機関は，それぞれの果たすべき役割を的確に実施し

ていくとともに，相互に密接な連携を図るものとする。これと併せて，住民一人一人が自ら行

う防災活動及び自主防災組織その他地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進す

る。 

（３）最新の科学的知見を総動員し，起こり得る災害及びその災害によって引き起こされる被害を

的確に想定するとともに，過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ，絶えず災害対策の改善

を図ることとする。 

（４）災害が発生するおそれがある場合は災害の危険性の予測を，発災直後は，被害規模の把握を，

それぞれ早期に行うとともに，正確な情報収集に努め，収集した情報に基づき，生命及び身体

の安全を守ることを最優先に，人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分する。 

（５）被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに，高齢者，障害者，乳幼児，妊産婦及び

外国人その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）に配慮するなど，被災者の年

齢，性別，障害の有無といった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に配慮するものと

する。 

（６）新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ，災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や，

避難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点を取

り入れた防災対策を推進する。 

（７）発災後は，速やかに施設を復旧し，被災者に対して適切な援護を行うことにより，被災地の

復興を図る。 

 

２ 基本原則 

防災関係機関は，基本理念にのっとり，災害の未然防止，災害発生時の被害拡大防止，応急

対策及び災害復旧等防災業務の実施に関しては，各法令，この計画及び広島県防災対策基本条

例によるほか，次の一般原則に従う。 
（１）市町は，基礎的な地方公共団体として，区域内の災害に対して第一次的な責務を有するも

のであり，住民の郷土愛護，隣保協同の精神を基調として，その市町の有するすべての機能

を十分に発揮し得るよう，その市町の地域に係る防災計画を作成してこれに対処する。 
（２）県は，市町及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け，か

つ，その地方行政機関又は県の他の執行機関，指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対

し，応急措置の実施を要請し，又は求める。 
（３）指定地方行政機関は，その所掌する事務又は業務について防災に関する計画を定め災害に

対処するとともに，その所掌する事務については県又は市町に対して勧告し，指導し，助言

し，その他適切な措置をとる。 
（４）指定公共機関及び指定地方公共機関は，その業務について防災に関する計画を定め災害に

対処するとともに，その業務の公共性にかんがみ，それぞれの業務を通じて防災に寄与する

よう努める。 
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（５）公共的団体，防災上重要な施設の管理者及びその他法令により防災に関し責務を有する者

は，その管理する施設の災害に対しては自己の責任において措置するものとし，その業務の

公共性又は公益性にかんがみ，それぞれの業務を通じて防災に寄与するよう努める。 
（６）防災関係機関は，その所掌する業務を遂行するにあたって，他の機関の防災上有する責務

が十分に果たされるよう相互に協力し，応援する。 
また，要配慮者や観光客などに対する配慮や，男女共同参画の視点を取り入れた防災体制

の確立に努める。 
（７）広島県防災会議（以下「防災会議」という。）は，各防災関係機関の行う災害対策が相互に

一体的有機性をもって的確かつ円滑に実施されるよう連絡調整を行う。 
   また，多様な意見やニーズを防災施策に反映させるため，委員の多様性に留意するととも

に，男女共同参画の視点から委員に占める女性の割合を高めるよう取り組む。 
（８）県民は，平常時から防災意識のかん養に努めるとともに，災害発生時には，相互の協力に

より，被害が最小限になるよう努める。 
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第４節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 
防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱の主要なものは，次のとおりである。 

 １ 県 
 （１）津波警報の伝達 
 （２）災害情報の収集及び伝達 
 （３）被害調査 
 （４）災害広報 
 （５）被災者の救出，救助等の措置 
 （６）被災施設の応急復旧 
 （７）災害時における防疫その他保健衛生に関する応急措置 
 （８）被災児童，生徒等に対する応急教育 
 （９）防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整 
 （10）災害時におけるボランティア活動の支援 
 （11）被災建築物応急危険度判定 
 （12）被災宅地危険度判定 
 （13）広島地方気象台と協力し，緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める 
 
 ２ 県警察 
 （１）災害情報の収集及び伝達 
 （２）災害実態の把握 
 （３）被災者の救出，救助等の措置 
 （４）避難路及び緊急交通路の確保 
 （５）交通の混乱の防止及び交通秩序の維持 
 （６）行方不明者の捜索及び遺体の調査，検視 
 （７）危険箇所の警戒並びに住民等に対する避難指示及び誘導 
 （８）不法事案の予防及び取締り 
 （９）被災地・避難場所及び重要施設等の警戒 
 （10）広報活動 
 （11）関係機関による災害救助及び復旧活動に対する協力 
 
 ３ 市町 
 （１）災害情報の収集及び伝達 
 （２）被害調査 
 （３）災害広報 
 （４）避難指示等の発令及び避難者の誘導並びに避難所の開設 
 （５）被災者の救出，救助等の措置 
 （６）消防及び水防活動 
 （７）被災施設の応急復旧 
 （８）災害時における防疫その他保健衛生に関する応急措置 
 （９）被災児童，生徒等に対する応急教育 
 （10）市町内における公共的団体及び住民の防災組織の育成指導 
 （11）災害時におけるボランティア活動の支援 
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 （12）被災建築物応急危険度判定 
 （13）被災宅地危険度判定 
 （14）広島地方気象台と協力し，緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める 
 
 ４ 指定地方行政機関 
 （１）中国四国管区警察局 
   ア 管区内各県警察の指導，調整及び広域緊急援助隊等の応援派遣に関する調整 
   イ 他管区警察局との連携 
   ウ 関係機関との協力 
   エ 情報の収集及び連絡 
   オ 警察通信の運用 
   カ 津波警報等の伝達 
 （２）中国四国防衛局 
   ア 米軍の艦船・航空機に起因する災害に関する通報を受けた場合に，関係地方公共団体等に

連絡すること。 
   イ 災害時における防衛省本省及び米軍等との連絡調整 

（３）中国総合通信局 
   ア 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達 
   イ 電波の監理及び電気通信の確保 
   ウ 災害時における非常通信の運用監督 
   エ 非常通信協議会の指導育成 
   オ 災害対策用移動通信機器，臨時災害放送機器及び移動電源車等の貸与並びに携帯電話事業

者等に対する貸与要請 
（４）中国財務局 

   ア 被災復旧事業費の査定への立会 
   イ 地方公共団体に対する被災復旧事業にかかる財政融資資金地方資金の貸付 
   ウ 国有財産の無償貸付等 
   エ 金融機関に対する金融上の措置の要請 
 （５）中国四国厚生局 
    国立病院機構等関係機関との連絡調整（災害時における医療の提供） 
 （６）広島労働局 
   ア 工場，事業場における労働災害の防止に関する指導，監督 
   イ 労働者の業務上の災害補償保険に関する業務 
 （７）中国四国農政局 
   ア 農業関係被害の調査，報告，情報の収集 
   イ 農地保全施設又は農業水利施設の防災管理 
   ウ 災害時における生鮮食料品等の供給対策 
   エ 災害時における家畜の管理，飼料供給の対策及び指導 
   オ 土地改良機械の緊急貸付 
   カ 被災した農地・農業用施設の応急対策のための技術職員の派遣 
 （８）近畿中国森林管理局 
   ア 保安林，保安施設，地すべり防止施設等の管理 
   イ 災害応急対策用木材の供給 
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 （９）中国経済産業局 
   ア 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達 
   イ 電気，ガスの供給の確保に必要な指導 
   ウ 被災地域において必要とされる災害対応物資（生活必需品，災害復旧資材等）の円滑な供

給を確保するため必要な指導 
   エ 被災中小企業者の事業再建に必要な資金融通の円滑化等の措置 
 （10）中国四国産業保安監督部 
   ア 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達 
   イ 火薬類，高圧ガス等所掌に係る危険物又はその施設，電気施設，ガス施設等の保安の確保

に必要な監督，指導 
ウ 鉱山における危害及び鉱害の防止並びに鉱山施設の保全に関する監督，指導 

（11）中国地方整備局 
   ア 直轄土木施設の計画，整備，災害予防，応急復旧及び災害復旧 
   イ 地方公共団体等からの要請に基づく応急復旧用資機材，災害対策用機械等の提供 
   ウ 国土交通省所掌事務に関わる地方公共団体等への勧告，助言 
   エ 災害に関する情報の収集及び伝達 
   オ 洪水予報及び水防警報の発表及び伝達 
   カ 災害時における交通確保 
   キ 海洋の汚染の防除 
   ク 緊急を要すると認められる場合は，申し合わせに基づく適切な応急措置を実施 
 （12）中国運輸局 
   ア 所掌業務に係る災害情報の収集及び伝達 
   イ 運送等の安全確保に関する指導監督 
   ウ 関係機関及び関係輸送機関との連絡調整 
   エ 緊急輸送に関する要請及び支援 
 （13）広島空港事務所 
   ア 災害時における航空機による輸送の安全確保に必要な措置 
   イ 遭難航空機の捜索及び救難 
   ウ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底 
 （14）広島地方気象台 
   ア 気象，地象，地動及び水象の観測並びに，その成果の収集及び発表 

イ 気象，地象（地震にあっては，発生した断層運動による地震動に限る。）及び水象の予報

及び警報等の防災気象情報の発表，伝達及び解説 

ウ 気象業務に必要な観測，予報及び通信施設の整備 

エ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・援助 

オ 防災気象情報の理解促進，防災知識の普及啓発 

カ 緊急地震速報の利用周知・広報 

 （15）第六管区海上保安本部 
   ア 警報等の伝達 
   イ 情報の収集及び情報連絡 
   ウ 海難救助等 
   エ 緊急輸送 
   オ 物資の無償貸付又は譲与 

-8-



震災対策編・津波災害対策計画 第１章 第４節 

 

   カ 関係機関等の災害応急対策の実施に対する支援 
   キ 流出油等の防除 
   ク 海上交通安全の確保 
   ケ 警戒区域の設定 
   コ 治安の維持 
   サ 危険物の保安措置 
 （16）中国四国地方環境事務所 
   ア 廃棄物処理施設及び災害廃棄物の情報収集及び伝達 
   イ 家庭動物の保護等に係る支援 

ウ 災害時における環境省本省との連絡調整 
 （17）中国地方測量部 

ア 地理空間情報の活用に関すること 
イ 防災関連情報の活用に関すること 
ウ 地理情報システムの活用に関すること 
エ 復旧測量等の実施に関すること 

 
 ５ 自衛隊 
 （１）災害派遣の準備 
   ア 災害派遣に必要な基礎資料の調査及び収集 
   イ 自衛隊災害派遣計画の作成 
 （２）災害派遣の実施 
   ア 人命及び財産の保護のため必要な救援活動の実施 
   イ 災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付又は譲与 

 
６ 指定公共機関 
（１）国立病院機構 
   災害時における医療，助産等救護活動の実施 
（２）日本郵便株式会社中国支社 

   ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 
   イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 
   ウ 被災地あて救助用郵便物等の料金免除 
   エ 被災地あて寄附金を内容とする郵便物の料金免除 
   オ 災害時における災害特別事務取扱い等の窓口業務の確保 
 （３）日本銀行広島支店 
   ア 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調整 
   イ 資金決算の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 
   ウ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 
   エ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 
   オ 各種措置に関する広報 
 （４）日本赤十字社広島県支部 
   ア 災害時における医療，助産等救護の実施 
   イ 避難所奉仕及び義援金の募集，配分 
   ウ 日赤関係医療施設の保全 
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 （５）日本放送協会広島拠点放送局 
   ア 気象等予警報及び被害状況等の報道 
   イ 県民に対する防災知識の普及に関する報道 
   ウ 被災者の安否情報，被災地域への生活情報の放送 
   エ 放送施設の保守 
   オ 義援金の募集，配分 
 （６）西日本高速道路株式会社中国支社 
   ア 管理道路の防災管理 
   イ 被災道路の復旧 
 （７）本州四国連絡高速道路株式会社 
   ア 管理道路の防災管理 
   イ 被災道路の復旧 
 （８）西日本旅客鉄道株式会社 
   ア 鉄道施設の防災管理 
   イ 災害時における旅客の安全確保 
   ウ 災害時における鉄道車両等による救助物資，避難者等の緊急輸送の協力 
   エ 被災鉄道施設の復旧 
 （９）日本貨物鉄道株式会社 
    災害時における救助物資の緊急輸送の協力 
 （10）西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。）中国支店，エヌ・ティ・ティ・コ

ミュニケーションズ株式会社（以下「ＮＴＴコム」という。），株式会社ＮＴＴドコモ中国支社

（以下「ＮＴＴドコモ中国支社」という。） 
   ア 公衆電気通信設備の整備と防災管理 
   イ 災害非常通信の確保及び気象警報の伝達 
   ウ 被災公衆電気通信設備の復旧 
   エ 災害用伝言ダイヤル「１７１」及び災害用伝言板「Ｗｅｂ１７１」の提供 
   オ 「災害用伝言板サービス」の提供 
 （11）日本通運株式会社広島支店 
    災害時における救援物資の緊急輸送の協力 
 （12）中国電力株式会社，中国電力ネットワーク株式会社 
   ア 電力施設の防災管理 
   イ 災害時における電力供給の確保 
   ウ 被災施設の応急対策及び応急復旧 
 （13）ＫＤＤＩ株式会社中国総支社 
   ア 電気通信設備の整備及び防災管理 
   イ 電気通信の疎通確保及び整備の応急対策の実施 
   ウ 被災電気通信設備の災害復旧 

（14）ソフトバンク株式会社 
   ア 電気通信設備の整備及び防災管理 
   イ 電気通信の疎通確保及び整備の応急対策の実施 
   ウ 被災電気通信設備の災害復旧 
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 ７ 指定地方公共機関 
 （１）ガス供給事業者 
   ア ガス施設の防災管理 
   イ 災害時におけるガスの供給の確保 
   ウ 被災ガス施設の応急対策及び災害復旧 
 （２）旅客，貨物運送業者 
   ア 災害時における旅客の安全確保 
   イ 災害時における救助物資，避難者の輸送の協力 
   ウ 被災鉄軌道施設等の応急対策及び復旧 
 （３）民間放送機関 
   ア 気象等予警報及び被害状況等の報道 
   イ 県民に対する防災知識の普及に関する報道 
   ウ 被災者の安否情報，被災地域への生活情報の放送 
   エ 放送施設の保守 
 （４）一般社団法人広島県医師会 
   ア 災害時における医療，助産等救護の実施 
   イ 負傷者の収容並びに看護 
 （５）広島県厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人恩賜財団広島県済生会 
    一般社団法人広島県医師会に準ずる。 
 
 ８ 防災上重要な施設の管理者 
 （１）病院，劇場，百貨店，旅館等不特定かつ多数の者が出入りする施設の管理者 
   ア 施設の防災管理 
   イ 施設に出入りしている患者，観客，宿泊者その他不特定多数の者に対する避難の誘導等の

安全対策の実施 
 （２）石油類，火薬類，高圧ガス，毒物，劇物，各燃料物資等の製造，貯蔵，処理又は取り扱いを

行う施設の管理者 
   ア 施設の防災管理 
   イ 被災施設の応急対策 
   ウ 施設周辺住民に対する安全対策の実施 
 （３）社会福祉施設等の管理者 
   ア 施設の防災管理 
   イ 施設入所者に対する避難の誘導等安全対策 
 （４）その他防災上重要な施設の管理者 
    前記（１），（２），（３）に準じた防災対策の実施 
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第５節 広島県の地勢の概況 

 
 １ 地 勢 
   地帯構造の上からいえば，中国地方は西日本内帯に属し，山地は一般に低く，起伏も緩やかで

ある。また，地形構造はわりあい単純であり，中央よりやや北に偏して東西に走る脊梁山地と，

その両側に広がる高原状の低山地からなり，海岸には極めて小規模の平野が見られるにすぎない。 
   中国地方の中央部にあってその南斜面を占める広島県は，上述の中国地方の一般的特性を典型

的に示し，県内のほとんどは低い山地によって占められ，江の川の本・支流と太田川，芦田川の

下流に見られる平野部もいたって狭い。 
   広島県の南部が面する瀬戸内海は，日本の典型的な沈水海岸の景観を示しており，大小多数の

島々が浮かび，海岸線は屈曲に富んでいる。 
 
 ２ 地形特性 
 （１）地形の規則的な配列 
    主たる地形の配列は脊梁山地方向であるが，これと斜行又は平行する北東―南西方向の直線

的な谷・山列が特に広島県西部において発達する。また，西北西―東南東方向の直線谷もよく

発達し，北東―南西方向の構造と組み合って菱形模様の地形単元をつくっている。 
    これらの規則的な地形配列は，古い地質時代の断層構造線が侵食されて形成されたものであ

るが，こうした断層構造線のうち，活断層であることがほぼ確実であって，比較的活動度が高

いとみられるものとして，本県西部の小方―小瀬断層(大竹断層)及び己斐断層が知られている。 
 （２）四段の階段状山地 
    中国地方には侵食小起伏面（平地であった所が侵食から取り残された地形で，高原や山頂平

坦面として分布する。）がよく発達し，本県では，脊梁山地面（海抜１，０００ｍ以上），吉備

高原面（同６００～７００ｍ），世羅台地面（同３５０～４５０ｍ）及び瀬戸内面（同２５０

ｍ以下）の四段が認められる。 
 （３）花崗岩地形の発達 
    県内には花崗岩類が広く分布する。花崗岩類は，他の岩石に比べて一般に風化・侵食されや

すく，侵食小起伏面や山麓緩斜面など特徴ある地形を生じている。岩がごつごつと露出する急

斜面と，その下方になだらかに広がる斜面との対照的な景観は，瀬戸内海の島々の特徴である

が，前者が古生層・流紋岩であるのに対し，後者は粗粒の花崗岩であることが多い。 
 
 ３ 広島県の自然史 
   日本列島の帯状構造は二畳紀後半から三畳紀に造られたものといわれ，中国地方の骨格もこの

頃生成された。中生代白亜紀の大規模な火成活動（花崗岩，流紋岩等の貫入・噴出）の後，長期

にわたって陸上侵食を受け，平坦化が進んだが，新生代第三紀中頃の日本海の生成以降，南から

のフィリピン海プレートによる南北圧縮，東からの太平洋プレートによる南西圧縮の影響により，

中国地方は波状に変形しながら隆起し，脊梁山地の上昇と三次・庄原盆地及び瀬戸内海の相対的

沈降が生じた。 
   第四紀（約２００万年前）以降は，氷河性海水準変動による影響がこの曲隆運動に加わり，現

在の広島県の地形が形成されていった。 
   第四紀更新世ヴュルム氷期（約１万～７万年前）には，海面は現在よりも最大で約１４０ｍ低

下し，陸化した瀬戸内海はナウマン象やニホンジカの群棲する原野であった。 
   約１万年前から完新世には，気象の温暖化により急激に海面が上昇して瀬戸内海が誕生した。
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本県の主要な都市部が位置する瀬戸内海沿岸のデルタ地帯は，この海面上昇の後に形成された沖

積平野であって，未固結の砂泥が厚く堆積したものである。 
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第６節 既往地震の概要 

 
 １ 発生地震による地震タイプの特徴 

地震は，地球表層を形成するプレート境界あるいはプレート内において，岩盤がずれ動く断層

運動によって発生する。これを図示すると図－１のとおりである。 
地震は発生メカニズムによって陸域の浅いところで発生する活断層型地震，プレートの沈み込

みによるプレート間で発生する海溝型地震，沈み込むプレート内で発生するスラブ内地震などの

タイプがある。いずれにせよ地震は繰り返すという特徴を有することから，歴史地震を把握する

ことは重要である。 
   なお，広島県周辺で発生した過去の被害地震の震央位置と活断層位置を図－２に示す。 
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図－１ 地震の発生メカニズム 
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1) 気象庁：「改訂　日本付近の主要地震の表(1926～1960)」
　　，地震月報別冊No.6，1982
2) 地震学会：「地震」
3）防災科学研究所：K-net
4) 宇佐美龍夫：「新編日本被害地震総覧」東京大学出版会

5) 中田高･今泉俊文 編,2002,「活断層詳細デジタルマップ」
　,東京大学出版会の「活断層シェイプファイル」を用いた。
　　（製品シリアル番号：DAFM1101）
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図－２ 被害地震の震央位置と活断層位置 

プレート内地震 

地殻内地震 

プレート間地震 

6) 活断層研究会（1991）：新編日本の活断層，東京大学出版会 

 

ア プレート間の地震 
・安政元（1854）年 安政南海地震  
・昭和21（1946）年 南海地震  
・平成15（2003）年 十勝沖地震  
・平成23（2011）年 東北地方太平洋沖地震 など 

ウ プレート内の地震 
・平成5（1993）年 釧路沖地震  
・ 平成6（1994）年 北海道東方沖地震  
・ 平成13（2001）年 芸予地震 など 

イ 地殻内の地震 
・ 平成7（1995）年 兵庫県南部地震  
・ 平成12（2000）年 鳥取県西部地震  
・平成16（2004）年 新潟県中越地震  
・平成20（2008）年 岩手・宮城内陸地震  
・平成28（2016）年 熊本地震 など 

陸のプレート 

プレートの進行方向 

海のプレート 

【出典】 

気象庁（2013）：地震発生の仕組み，気象庁ホームページの図を一部改変 
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震災対策編・津波災害対策計画 第１章 第６節 

２ 広島県内に被害を及ぼした近年の歴史地震 
   広島県内に被害を及ぼした近年の歴史地震を表１に示す。 
   なお，主な歴史地震を発生メカニズムによって分類すると表２のとおりである。 
 

表１－広島県に被害を及ぼした主な地震とその被害状況 

発生年 地震名 
マグニ 

チュード 
被害の概要 

慶安 2 年 
（1649 年） 
3 月 17 日 

芸予地震 
7.4±

0.25 

広島にて侍屋敷，町屋少々潰・破損多し。 

貞享 2 年 
（1686 年） 
1 月 4 日 

芸予地震 
7.0～

7.4 

広島城廻その他少しずつ破損したが大破ではなく，

広島県中西部 199 ヶ村で被害。合計で家損 147 軒，

蔵損 39 軒，社 3，寺 5，土手 4,734 間，石垣損 857.5

間，田畑損 1.19 町，死 2，死牛馬 3。宮嶋で大宮・

五重塔などの屋根，瓦少損。石垣・井垣崩れあり。

備後三原城の石垣はらみだす。錦帯橋橋台落ち，岩

国で塀われ瓦落ちる。 

宝永 4 年 
（1707 年） 
10 月 28 日 

宝永地震 8.4 

全国広範囲で大被害。備後三原城で石垣はらみ，潰

家多く，広島で城堀の水が路上に溢れ石垣の崩壊あ

り（町・郡内で全潰家屋 78，半潰 68）。 

嘉永 7 年 
安政元年※ 
（1854 年） 
12 月 24 日 

安政南海

地震 
8.4 

前日の安政東海地震とともに，全国広範囲で大被害。

広島では屋根の揺れ幅が 1.6～1.7 尺（0.5m）であっ

た。 

嘉永 7 年 
安政元年※ 
（1854 年） 
12 月 26 日 

伊予西部 7.3～

7.5 

安政東海地震，安政南海地震と時期的に接近し，記

録からは被害が分離できない。広島では，安政南海

地震と同じぐらいの揺れに感じられたという。 

安政 4 年 
（1857 年） 
10 月 12 日 

芸予地震 
7.25±

0.5 

三原で藩主の石塔など破損。広島で家屋の破損あり。

呉で石垣崩れ，門倒れなどあり。郷原（呉市）で土

堤割れなどあり。 

明治 5 年 
（1872 年） 
3 月 14 日 

浜田地震 
7.1±

0.2 

中野村（北広島町）で亀裂（延長 500m）を生じ，家

土蔵半潰 15，橋梁落下 2 を生じた。広島県内各地で

小被害，家屋倒壊もあった。 

明治 38 年 
（1905 年） 
6 月 2 日 

芸予地震 6.7 

沿岸部，特に広島，呉，江田島，宇品で揺れが強か

った。広島監獄は埋立地にあり，第 14 工場が倒潰し

死者 2，負傷者 22 を出した。その他瓦，壁土，庇の

墜落がり，広島停車場の入口の庇と廊下が倒れ負傷

者 11，宇品は明治 17 年以降の埋立地で被害大きく，

江田島の兵学校内にも亀裂や建物の被害があった。 

※寛永 7 年 11 月 27 日 安政に改元 
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発生年 地震名 
マグニ 

チュード 
被害の概要 

  
 

 

被害総括 

郡市 死 傷 全潰 半潰 破損 
煙突 

損壊 

広島市 4 70 36 20 25 25 

呉市 6 86 
5 

(51) 

25 

(57) 
(5,957)  

安芸郡 1 1 1 1   

賀茂郡  2 5  14 1 

佐伯郡   2 1   

安佐郡  1 7  1  

計 11 160 56 47 40 26 

出典：地震予防調査会報告，1905，No.53 

   ( )内は，中央気象台の記録 

昭和 21 年 

（1946 年） 

12 月 21 日 

南海地震 8.0 

全国広範囲で大被害。広島県で負傷者 3，住家全壊

19，半壊 42，非住家全壊 30，半壊 32，道路損壊 2 

昭和 24 年 

（1949 年） 

7 月 12 日 

安芸灘 6.2 

呉で死者 2，道路の亀裂多く，水道管の破断，山林の

一部崩壊などの被害があった。 

平成 11 年 

（1999 年） 

7 月 6 日 

広島県 

南東部 
4.5 

負傷者 1（震度４） 

物的被害なし〔広島県調べ〕 

平成 12 年 

（2000 年） 

10 月 6 日 

鳥取県 

西部地震 
7.3 

震源近傍では震度 6 弱～6 強となり，鳥取県を中心に

負傷者 182 名，住家は全壊 435 棟，半壊 3,101 棟，

一部損壊 18,544 棟等の被害。また，延べ 17,402 戸

が停電し，各地で断水などの被害〔内閣府（2003）〕。 

広島県では強いところで震度 4 となり県内で住家 6

棟が一部破損した。〔広島県調べ〕 

平成 13 年 

（2001 年） 

3 月 24 日 

芸予地震 6.7 

広島県で強いところで震度 6 弱となり，死者 1 名，

重軽傷者 193 名，住家の被害は，全壊 65 棟，半壊 688

棟，一部損壊 36,545 棟の被害が発生した。〔広島県

調べ〕 

平成 18 年 

（2006 年） 

6 月 12 日 

伊予灘 4.7 

負傷者 4（重傷 1，軽傷 3，），住家一部損壊 2 棟〔広

島県調べ〕 

平成 23 年 

（2011 年） 

11 月 21 日 

広島県 

北部 
5.4 

負傷者 2（震度５弱）〔広島県調べ〕 

平成 26 年 

（2014 年） 

３月 14 日 

伊予灘 6.2 
負傷者１（震度５弱），住家一部損壊 32 棟，非住家

６棟 

【出 典】 

※ 広島県調べ，内閣府（2003）以外は，宇佐美龍夫（1987）から抜粋 

（内閣府（2003）：平成 12 年（2000）鳥取県西部地震について） 

なお，昭和以降は，人的被害の記録が残っている地震を掲載している
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震災対策編・津波災害対策計画 第１章 第６節 

表２－発生メカニズムによる地震の分類 
 

地震のタイプ 本県に被害を及ぼした主な地震 地震の発生周期 

＜プレート内（スラブ内）地震＞ 
沈み込むフィリピン海プレート内の地震 
（やや深い地震） 

・平成 13 年(2001 年)芸予地震 
・昭和 24 年(1949 年)安芸灘 
・明治 38 年(1905 年)芸予地震 
・慶安２年(1649 年) 芸予地震 
・貞享２年(1686 年) 芸予地震 
・安政４年(1857 年) 芸予地震 

約５０～１００年間隔で発生 

＜プレート間（海溝型）地震＞ 
フィリピン海プレートの沈み込みによる

プレート間地震 

・昭和 21 年(1946 年)南海地震 
・安政１年(1854 年)安政南海地震 
・宝永４年(1707 年)宝永地震 

約１００～１５０年間隔で発生 

＜地殻内（活断層型）地震＞ 
陸域の浅い地震 
（深さ約 20km 以浅） 

・平成 12 年(2000 年)鳥取県西部地震 
・平成７年(1995 年)兵庫県南部地震 
・明治５年(1872 年)浜田地震 

千年～数万年間隔で発生 

 
３ 広島県周辺における既往地震・津波 

   南海トラフでは津波を伴った地震が１６０５年慶長地震をはじめ，１７０７年宝永地震，１８

５４年安政南海地震，１９４６年昭和南海地震等，１００～１５０年の間隔で繰り返し起こり，

西日本はその都度大きな地震・津波災害に見舞われてきた。特に，太平洋に面している和歌山，

大阪，徳島，高知県沿岸で甚大な津波被害を受けたことはよく知られており，日本有数の津波常

襲地帯に数えられている。 
   広島県はこの津波常襲地帯に隣接しているが，過去の古文書において県内に津波による被害は

ほとんど報告されていない。 
   近年では，２０１０年（平成２２年）２月に発生したチリ中部沿岸を震源とする地震により，

呉で０．１ｍ，２０１１年（平成２３年）３月に発生した東北地方太平洋沖地震により，広島で

０．２ｍ・呉で０．３ｍの津波高さを観測している。  
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第７節 被害想定 

 
 １ 地震被害想定調査 
   東日本大震災（Ｈ２３．３）を踏まえた，最新の科学的知見に基づき，地震被害想定の見直し

を行った。 
 
 ２ 調査内容 
 （１）想定地震 

広島県の地震・津波対策において被害想定を行うべき地震として，既に明らかとなってい

る断層等を震源とする地震及びどこでも起こりうる直下の地震を選定した。 

ア 既に明らかとなっている断層等を震源とする地震・津波（図－１及び図―２参照） 

過去の被害地震や活断層調査結果を踏まえ，次の①,②,③を基準とし，「既に明らかと

なっている断層等を震源とする地震」を 11 ケース選定した。 

① 歴史的に繰返し発生し，将来発生する可能性が高い地震 

② 地震調査研究推進本部が長期評価を行っている「主要活断層帯」による地震 

③ 地震規模及び本県と震源との距離から，発生した際に本県に及ぼす被害が甚大と

なる可能性が高い地震 

なお，選定した想定地震のうち，震源が海域に位置するものについては，津波につい

ても併せて被害想定を行うこととした。 

イ どこでも起こりうる直下の地震（図－３参照） 

選定した既に明らかとなっている断層等を震源とする地震により地震被害想定を行う

場合，震源から離れた自治体では比較的軽微な被害にしかならないことがある。 

しかしながら，平成 12 年（2000 年）鳥取県西部地震のように，活断層が確認されて

いない地域においても地震は発生しており，今後，どの地域においても直下の地震が発

生する可能性は否定できない。このため，前回調査と同様に，既に明らかとなっている

断層等を震源とする地震の影響が小さい地域において防災対策を行う上での基礎資料と

して役立てることを目的として，県内 23 の各市町役場の所在地に震源位置を仮定した

「どこでも起こりうる直下の地震」を選定した。 
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【参 考】 
■ 選定した想定地震 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

想定地震 選定基準※ 想定対象 参考 

① ② ③ 地震 津波 広島県に被害を及ぼした主な地震 

１ プレート間の地震      昭和 21 年（1946 年）南海地震 

安政元年（1854 年）安政南海地震 

宝永 4 年（1707 年）宝永地震 
南海トラフ巨大地震      

 1)南海トラフ巨大地震 ○ ○ ○ ○ ○ 

２ プレート内の地震      平成 13 年（2001 年）芸予地震 

昭和 24 年（1949 年）安芸灘 

明治 38 年（1905 年）芸予地震 

安政 4 年(1857 年)芸予地震 

日向灘及び南西諸島海溝周辺      

  2)安芸灘～伊予灘～豊後水道 ○ ○ ○ ○ ○ 

３ 地殻内の地震      平成 12 年（2000 年）鳥取県西部地震 

明治 5 年（1872 年）浜田地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央構造線断層帯      

 

3)讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部  ○ ○ ○ ○ 

4)石鎚山脈北縁  ○ ○ ○ － 

5)石鎚山脈北縁西部－伊予灘  ○ ○ ○ ○ 

五日市断層帯      

 
6)五日市断層  ○ ○ ○  

7)己斐－広島西縁断層帯  ○ ○ ○  

岩国断層帯      

 8)岩国断層帯  ○ ○ ○ － 

安芸灘断層群      

 
9)主部  ○ ○ ○ ○ 

10)広島湾－岩国沖断層帯  ○ ○ ○ ○ 

長者ヶ原断層帯      

 11)長者ヶ原断層－芳井断層 － － ○ ○ － 

どこでも起こりうる直下の地震      

 
どこでも起こりうる直下の地震 

（23 市町役場直下に震源を配置） 
－ － ○ ○ － 

※選定基準 

①歴史的に繰返し発生し，将来発生する可能性が高い地震 

②地震調査研究推進本部が長期評価を行っている「主要活断層帯」による地震 

③地震規模及び本県と震源との距離から，発生した際に本県に及ぼす被害が甚

大となる可能性が高い地震 
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 ■想定地震の緒元 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（２）地震動予測 

想定地震ごとに様々なケースの地震動等の予測を行い，被害が最大となるケースで被害想定

を行った。 
南海トラフ巨大地震の地震動等については，内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」

が示した「基本ケース」，「陸側ケース」，「東側ケース」，「西側ケース」の 4 つの強震断層モデ

ルと，これを補完するための「経験的手法」及びこれらの震度の最大値の「重ね合わせ」の内，

「重ね合わせ」を除き，本県の人的被害に直結する揺れによる建物全壊棟数が最も多い想定結

果となった「陸側ケース」を用いて被害想定を行った。 
なお，揺れによる全壊棟数が同数の場合は，液状化による建物全壊棟数が多くなるケースを

用いて被害想定を行った。 
南海トラフ巨大地震以外の地震では，想定断層の両端に破壊開始点を設定した２ケースの強

震断層モデルの内，揺れによる建物全壊棟数が多くなるケースを用いて被害想定を行った。 
また，活断層が確認されていない地域においても発生しうる地震として，各市町役場の所在

地に震源位置を仮定した 23 の地震による被害想定を行った。 
（３）津波浸水想定 

南海トラフ巨大地震の津波断層モデルは，内閣府（2012a）【内閣府（2012a）：南海トラフの

巨大地震モデル検討会】が設定している 11 ケースの津波断層モデルの内，広島県沿岸部におけ

る波高が高くなり，浸水面積が大きくなると想定される次の津波断層モデルケースを広島県及

び市町ごとに選択し，想定対象とした。 
広島県：広島県全体で 30cm 以上浸水深面積が最大となり，本県にとって最大の被害となる

と想定される津波断層モデル「ケース 1」を採用した。 

地震名 地震タイプ 一般走向 傾斜 長さ 幅 上端深さ マグニチュード※1
今後30年以内
の発生確率

南海トラフ巨大地震 プレート間 － － ， － － － － － － 9.0 －

安芸灘～伊予灘～豊後水道 プレート内 － － ， － － － － － － 6.7～7.4 40%

讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部 地殻内 東端 34°10′, 134°39′ N70°E
北傾斜
30-40°

約130km 20－30km 0km 8.0程度もしくはそれ以上 ほぼ0～0.3％

石鎚山脈北縁　※2 地殻内 東端 33°58′, 133°25′ N70°E 高角度 約30km 不明 0km 7.3～8.0程度 ほぼ0～0.3％

石鎚山脈北縁西部－伊予灘 地殻内 東端 33°56′, 133°14′ N70°E
高角度
北傾斜

約130km 不明 0km 8.0程度もしくはそれ以上 ほぼ0～0.3％

五日市断層 地殻内 北端 34°29′, 132°23′ N20°E
高角

（西傾斜）
約20km 約25km 0km 7.0程度 不明

己斐－広島西縁断層帯(M6.5)　※3 地殻内 北端 34°27′, 132°27′ N20°E ほぼ垂直 約10km 不明 0km 6.5程度 不明

岩国断層帯 地殻内 北東端 34°15′, 132°13′ N60°E
高角

北西傾斜
約44km 20km程度 0km 7.6程度 0.03～2%

安芸灘断層群(主部) 地殻内 北東端 34°07′, 132°25′ N50°E 不明 約21km 不明 0km 7.0程度 0.1～10%

安芸灘断層群(広島湾－岩国沖断層帯) 地殻内 北東端 34°19′, 132°24′ N30°E 不明 約37km 不明 0km 7.4程度 不明

長者ヶ原断層－芳井断層　※4 地殻内 東端 34°40′, 133°29′ N43°E
北傾斜
80°

（断層露頭）
約37km － －

7.4
（松田（1975）の式

（log L=-2.9+0.6M)により計算
－

どこでも起こりうる直下の地震　※5 地殻内 N45°E － － － － 6.9 －

注:表中の数値等は，内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」，地震調査研究推進本部の各断層等の「長期評価」による。
　 地震動等の計算に用いたモデルの詳細は，第Ⅳ編に整理した。

※1：気象庁マグニチュード。ただし，南海トラフ巨大地震のみモーメントマグニチュード

※2：端部の位置，長さは岡村断層部分
※3：己斐－広島西縁断層帯（M6.9)は参考として震源を仮定しているため諸元は省略
※4：長者ヶ原断層－芳井断層は，本調査による結果を表示
※5：どこでも起こりうる直下の地震は，震源を仮定しているため諸元（傾斜、長さ、幅、上端深さ等）は省略

端部の位置
緯度，経度

市町役場位置に断層中心

【出 典】  
内閣府（2012）：南海トラフの巨大地震モデル検討会資料  
地震調査研究推進本部（2009）：全国地震動予測値図  
地震調査研究推進本部（2010）：全国地震動予測値図  
地震調査研究推進本部（2011）：中央構造線断層帯（金剛山地東縁－伊予灘）の長期評価（一部改訂）について  
地震調査研究推進本部（2004）：五日市断層帯の長期評価について  
地震調査研究推進本部（2004）：日向灘および南西諸島海溝周辺の地震活動の長期評価について  
地震調査研究推進本部（2004）：岩国断層帯の長期評価について  
地震調査研究推進本部（2009）：安芸灘断層群の長期評価について  
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各市町：各市町で 30cm 以上浸水深面積が最大となり，各市町にとって最大の被害となると

想定される次の津波断層モデルケースを選定した。 
・広島市，呉市，竹原市，大竹市，東広島市，廿日市市，江田島市，府中町，海田町，坂

町，大崎上島町は，津波断層モデル「ケース 1」を選定。 
・三原市，尾道市は，津波断層モデル「ケース 5」を選定。 
・福山市は，津波断層モデル「ケース 4」を選定。 

また，既に明らかとなっている断層等を震源とする地震の内，震源が海域にある次の 5 地震

を「瀬戸内海域活断層等による地震」として定義し，想定対象とした。 
・安芸灘～伊予灘～豊後水道 
・讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部 
・石鎚山脈北縁西部－伊予灘 
・安芸灘断層群（主部） 
・安芸灘断層群（広島湾－岩国沖断層帯）  
 

南海トラフ巨大地震による被害想定実施ケースの組み合わせ 

 地 震 津 波 

基本 

ケース 

東側 

ケース 

西側 

ケース 

陸側 

ケース 

経験的 

手法 

重ね合 

わせ 

ケース 

１ 

ケース 

４ 

ケース 

５ 

広島県 － － － ○ － － ○ － － 

広島市 － － － ○ － － ○ － － 

呉市 － － － ○ － － ○ － － 

竹原市 － － － ○ － － ○ － － 

三原市 － － － ○ － － － － ○ 

尾道市 － － － ○ － － － － ○ 

福山市 － － － ○ － － － ○ － 

府中市 － － － ○ － － ○ － － 

三次市 － － － ○ － － ○ － － 

庄原市 － － － ○ － － ○ － － 

大竹市 － － － ○ － － ○ － － 

東広島市 － － － ○ － － ○ － － 

廿日市市 － － － ○ － － ○ － － 

安芸高田市 － － － ○ － － ○ － － 

江田島市 － － － ○ － － ○ － － 

府中町 － － － ○ － － ○ － － 

海田町 － － － ○ － － ○ － － 

熊野町 － － － ○ － － ○ － － 

坂町 － － － ○ － － ○ － － 

安芸太田町 － － － ○ － － ○ － － 

北広島町 － － － ○ － － ○ － － 

大崎上島町 － － － ○ － － ○ － － 

世羅町 － － － ○ － － ○ － － 

神石高原町 － － － ○ － － ○ － － 
地震ケース 津波ケース 

基本：基本となるケース １：駿河湾～紀伊半島沖に「大すべり域＋超大すべり域」を設定 

東側：強震動生成域をやや東側の場所に設定 ４：四国沖に「大すべり域＋超大すべり域」を設定 

西側：強震動生成域をやや西側の場所に設定 ５：四国沖～九州沖に「大すべり域＋超大すべり域」を設定 

陸側：強震動生成域を可能性がある範囲で最も

陸側に設定 

経験的手法：震源からの距離にしたがい地震の

揺れの強さがどの程度減衰するかを示

す経験的な式を用いて震度を簡便に推

定 

重ね合わせ：上記 4ケースと経験的手法による

震度の各地点における最大値 
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（４）想定シーン 
人々の行動や火気器具の使用状況は，季節・時刻によって変化する。このため，地震が発生

する季節や時刻に応じて，人的被害や火災による被害の様相が異なる特徴的な次の３シーンを

想定した。 
なお，火災による建物被害や人的被害は，風速によって被害想定結果が異なるため，広島県

の過去の風速を参考に，夏冬の平均的な風速及び平均的な一日の最大風速※で被害想定を行っ

た。 
※ 平均的な一日の最大風速：日最大風速の平均に標準偏差σを加えたもの（2σを加えるこ

とで正規分布の 95.45%値となる） 

想定シーンと想定される被害の特徴 

想定シーン 想定される被害の特徴 

冬 深夜 

平均：風速 8ｍ/ｓ 

最大：風速 11ｍ/ｓ 

・多くが自宅で就寝中に被災するため，家屋倒壊による死者が発生する危険性が高く，

また津波からの避難が遅れることにもなる。 

・オフィスや繁華街の滞留者や鉄道・道路の利用者が少ない。 

夏 12 時 

平均：風速 7ｍ/ｓ 

最大：風速 11ｍ/ｓ 

・オフィスや繁華街等に多数の滞留者が集中しており，自宅外で被災する場合が多い。 

・木造建物内滞留人口は，１日の中で最も少ない時間帯であり，老朽木造住宅の倒壊

による死者は冬の深夜と比べて少ない。 

・海水浴客をはじめとする観光客が多く沿岸部等にいる。 

冬 18 時 

平均：風速 8ｍ/ｓ 

最大：風速 11ｍ/ｓ 

・住宅，飲食店などで火気使用が最も多い時間帯で，出火件数が最も多くなる。 

・オフィスや繁華街周辺のほか，ターミナル駅にも滞留者が多数存在する。 

・鉄道，道路はほぼ帰宅ラッシュ時に近い状態であり，交通被害による人的被害や交

通機能支障による影響が大きい。 
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（５）被害想定項目と想定単位 
  各地震における被害想定項目と想定単位は以下のとおりとした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被害想定項目（定量評価）（1/2） 

想定項目  想定する値・被害量 想定単位 

自然現象 地震動  震度，最大速度，最大加速度，SI 値 250mメッシュごと 

液状化  PL 値，沈下量 250mメッシュごと 

土砂災害  危険度ランク 危険箇所ごと 

津波  最高津波水位，最大波到達時間，津波影響

開始時間，浸水深別面積，浸水開始時間，

流速 

10m メッシュごと 

建物被害等 揺れ  全壊・半壊棟数 250mメッシュごと 

 液状化  全壊・半壊棟数 250mメッシュごと 

 土砂災害  全壊・半壊棟数 250mメッシュごと 

 津波(破堤に伴う浸水を含む)  全壊・半壊棟数 10m メッシュごと 

 地震火災 ＊ 焼失棟数 250mメッシュごと 

 屋外転倒物・屋外落下物  飛散物，非飛散物 250mメッシュごと 

人的被害 建物倒壊 ＊ 死者数，負傷者数，重傷者数，軽傷者数 市町ごと 

 土砂災害 ＊ 死者数，負傷者数，重傷者数，軽傷者数 市町ごと 

 津波 ＊ 死者数，負傷者数，重傷者数，軽傷者数 市町ごと（10m メ

ッシュごとの結果

を集計） 

 地震火災 ＊ 死者数，負傷者数，重傷者数，軽傷者数 市町ごと 

 ブロック塀等・自動販売

機の転倒，屋外落下物 

＊ 死者数，負傷者数，重傷者数，軽傷者数 市町ごと 

 屋内収容物移動・転倒，

屋内落下物 

＊ 死者数，負傷者数，重傷者数，軽傷者数 市町ごと 

 揺れによる建物被害に

伴う要救助者（自力脱出

困難者） 

＊ 自力脱出困難者数 市町ごと 

 津波被害に伴う要救助

者・要捜索者 

＊ 要救助者数，要捜索者数 市町ごと 
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被害想定項目（定量評価）（2/2） 

想定項目  想定する被害量 想定単位 

ライフライン 上水道  被害箇所数，断水人口 10m メッシュ(津波)，

250m メッシュごと 

 下水道  管渠被害延長，機能支障人口 10m メッシュ(津波)，

250m メッシュごと 

 電力 ＊ 電柱被害本数，停電軒数 10m メッシュ(津波)，

250m メッシュごと 

 通信 ＊ 電柱被害本数，固定電話の不通回

線数，携帯電話の不通ランク 

10m メッシュ(津波)，

250m メッシュごと 

 ガス  供給停止戸数 250m メッシュごと 

交通施設 道路  被害箇所数 直轄国道，直轄国道以

外 

 鉄道  被害箇所数 新幹線，在来線 

 港湾  港湾岸壁施設等の被害箇所数 港湾施設ごと 

生活への影響 避難者 ＊ 避難者数（避難所，避難所外） 市町ごと 

 帰宅困難者 ＊ 帰宅困難者数，滞留者数 市区町ごと 

 物資不足量（食料，飲料水，

毛布，仮設トイレ） 

＊ 食料，飲料水，毛布，仮設トイレ

の不足量 

市町ごと 

 医療機能支障 ＊ 要転院患者数，医療需要過不足数 二次医療圏ごと 

災害廃棄物等 災害廃棄物，津波堆積物 ＊ 災害廃棄物発生量，津波堆積物発

生量 

市町ごと 

その他の被害 エレベータ内閉じ込め  エレベータ停止台数・閉込め者数 市町ごと 

 道路閉塞  幅員 13m 以下道路リンク閉塞率 250m メッシュごと 

 災害時要援護者  災害時要援護者数（避難所） 市町ごと 

 危険物施設・コンビナート施設  被害箇所数 市町ごと 

 文化財 ＊ 被害件数 文化財ごと 

 孤立集落  孤立集落数 孤立集落ごと 

 ため池の決壊  危険度ランク ため池ごと 

 漁船・水産関連施設  漁船被害数，かき筏被害数 漁業施設ごと 

 重要施設 ＊ 災害対策拠点施設，避難拠点施設，

医療拠点施設の機能支障の程度 

重要施設ごと 

経済被害 直接被害 ＊ 被害額 市町ごと 

 間接被害 ＊ 被害額 県域 

＊：条件により被害量が異なる想定項目 
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 ３ 想定結果 
 （１）地震動等の予測 

ア 地震動（図－４（１）～（５）参照） 
想定地震の規模，震源からの距離，地盤条件等をもとに，250m メッシュ毎の震度分布

を想定した。各想定地震における県全面積に対する震度別の面積割合を次表に示した。 

南海トラフ巨大地震については，内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」が

示した「基本ケース」，「陸側ケース」，「東側ケース」，「西側ケース」の 4 つの強震断層

モデルと，これを補完するための「経験的手法」及びこれらの震度の最大値の「重ね合

わせ」の地震動の予測を行い，これらの中から最も震度が大きくなる「陸側ケース」に

ついて記した。 

南海トラフ巨大地震以外の地震では，想定断層の両端に破壊開始点を設定した２ケー

スの地震動の予測を行い，このうち震度が大きくなるケースについて記した。 

被害想定項目（定性評価） 

想定項目 想定単位 

建物被害 津波火災 県域 

交通施設被害 空港の使用可能性 空港単位 

生活への影響 物資不足(生活必需品)，燃料不足 

県域 

 医療機関の機能及び医療活動 

 保健衛生，防疫，遺体処理等 

その他の被害 長周期地震動 

 道路上の自動車への落石・崩土 

 交通人的被害（道路） 

 交通人的被害（鉄道） 

 震災関連死 

 宅地造成地 

 大規模集客施設等 

 地下街・ターミナル駅 

 災害応急対策等 

 地盤沈下による長期堪水 

 複合災害 

 時間差での地震発生 

 治安 
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震度別の面積割合 （既に明らかとなっている断層等を震源とする地震） 

４以下 ５弱 ５強 ６弱 ６強 ７

基本ケース 75.6 18.8 5.5 0.0 0.0 0.0

陸側ケース 5.9 46.0 38.3 9.0 0.8 0.0

東側ケース 63.8 29.6 6.4 0.2 0.0 0.0

西側ケース 64.7 27.7 7.4 0.2 0.0 0.0

経験的手法※1 16.5 51.4 24.7 7.4 0.0 0.0

重ね合わせ※2 5.9 44.8 38.9 9.5 0.8 0.0

南から破壊 31.8 39.2 20.6 8.0 0.4 0.0

北から破壊 19.8 44.6 24.3 10.6 0.7 0.0

東から破壊 94.1 3.7 1.8 0.4 0.0 0.0

西から破壊 82.9 10.3 4.5 2.1 0.2 0.0

東から破壊 92.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0

西から破壊 92.9 5.8 1.3 0.0 0.0 0.0

東から破壊 83.9 12.0 4.1 0.1 0.0 0.0

西から破壊 94.1 5.6 0.4 0.0 0.0 0.0

南から破壊 77.4 14.3 6.6 1.7 0.0 0.0

北から破壊 76.3 15.2 6.4 2.0 0.1 0.0

南から破壊 84.9 9.8 3.6 1.6 0.1 0.0

北から破壊 84.9 10.0 3.5 1.5 0.1 0.0

東から破壊 85.6 10.2 3.4 0.8 0.1 0.0

西から破壊 90.4 7.4 2.0 0.2 0.0 0.0

南から破壊 93.1 4.6 2.1 0.1 0.0 0.0

北から破壊 92.3 5.3 2.2 0.2 0.0 0.0

南から破壊 79.8 12.6 6.0 1.5 0.0 0.0

北から破壊 75.4 14.1 7.4 2.9 0.2 0.0

東から破壊 71.8 13.2 8.7 3.8 2.4 0.0

西から破壊 69.2 14.2 9.0 4.9 2.7 0.0

南から破壊 76.3 14.7 6.2 2.5 0.3 0.0

北から破壊 75.6 15.4 6.3 2.4 0.3 0.0

※2：基本，陸側，東側，西側，経験的手法の5ケースを重ね合わせて最大となる震度を表示したケース

讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部

石鎚山脈北縁

石鎚山脈北縁西部－伊予灘

五日市断層

安芸灘～伊予灘～豊後水道

南海トラフ巨大地震

想定地震
震度　面積割合（%)

6.5

7.6

（参考）己斐－広島西縁断層帯（M6.9） 6.9

長者ヶ原断層－芳井断層

岩国断層帯

安芸灘断層群（主部）

安芸灘断層群（広島湾－岩国沖断層帯）

8.0

7.0

己斐－広島西縁断層帯（M6.5）

※1：震源からの距離に従い，地震の揺れがどの程度減衰するかを示す経験的な式を用いて
　　 震度を簡便に推定する手法で震度を表示したケース

マグニ
チュード

7.0

7.4

7.4

9.0

7.4

8.0

8.0
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震度別の面積割合 （どこでも起こりうる直下の地震） 

４以下 ５弱 ５強 ６弱 ６強 ７

広島市直下 76.6 14.1 6.6 2.2 0.5 0.0

呉市直下 82.0 8.6 6.4 2.7 0.3 0.0

竹原市直下 77.8 11.9 7.0 2.7 0.6 0.0

三原市直下 78.2 11.2 7.4 2.7 0.5 0.0

尾道市直下 81.3 9.1 5.7 2.9 0.9 0.0

福山市直下 85.7 7.0 3.4 2.6 1.2 0.1

府中市直下 77.4 10.8 8.0 3.6 0.3 0.0

三次市直下 74.6 16.8 6.9 1.6 0.1 0.0

庄原市直下 74.8 15.5 7.3 2.2 0.2 0.0

大竹市直下 88.6 7.4 3.2 0.7 0.1 0.0

東広島市直下 72.2 15.6 8.7 2.9 0.5 0.0

廿日市市直下 79.6 12.8 5.9 1.5 0.2 0.0

安芸高田市直下 72.0 18.6 7.8 1.3 0.2 0.0

江田島市直下 84.8 8.2 5.3 1.7 0.1 0.0

府中町直下 75.6 13.9 7.5 2.6 0.4 0.0

海田町直下 76.6 12.5 7.7 2.8 0.3 0.0

熊野町直下 77.5 11.2 7.3 3.8 0.2 0.0

坂町直下 77.6 12.0 7.3 2.8 0.2 0.0

安芸太田町直下 80.9 10.6 6.7 1.7 0.1 0.0

北広島町直下 76.4 14.3 7.4 1.7 0.2 0.0

大崎上島町直下 82.1 10.0 5.6 1.9 0.3 0.0

世羅町直下 70.5 17.5 9.8 2.1 0.1 0.0

神石高原町直下 76.7 12.2 9.1 2.0 0.0 0.0

※：数値は，各想定地震における全県の集計を示す。

震度　面積割合（%)
想定地震

  
イ 液状化（図－５参照） 

震度分布と土質状況をもとに，250m メッシュごとの液状化の危険度を示す PL 値分

布を想定した。 

各想定地震における県全面積に対する危険度判定基準別の面積割合を下表に示し

た。このとき，液状化の危険度の判定は，液状化可能性のある震度 5 弱以上の範囲で

行った。 

南海トラフ巨大地震については，内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」

が示した「基本ケース」，「陸側ケース」，「東側ケース」，「西側ケース」の 4 つの強震

断層モデルと，これを補完するための「経験的手法」及びこれらの震度の最大値の「重

ね合わせ」の PL 値分布の想定を行い，これらの中から最も PL 値が大きくなる「陸側

ケース」について記した。 

南海トラフ巨大地震以外の地震では，想定断層の両端に破壊開始点を設定した２ケ

ースの地震動の PL 値分布の想定を行い，このうち PL 値が大きくなるケースについて

記した。 

PL 値による液状化危険度判定基準は次のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

液状化危険度   

液状化危険度 PL 値 

液状化危険度が極めて高い（以下「極めて高い」） 30＜PL 

液状化危険度がかなり高い（以下「かなり高い」） 15＜PL≦30 

液状化危険度が高い（以下「高い」） 5＜PL≦15 

液状化危険度が低い（以下「低い」） 0＜PL≦5 

液状化危険度がかなり低い（以下「かなり低い」） PL=0 
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液状化危険度別の面積割合（PL 値） （既に明らかとなっている断層等を震源とする地震）

かなり低い 低い 高い かなり高い 極めて高い

PL=0 0<PL≦5 5<PL≦15 15<PL≦30 30<PL

基本ケース 75.6 4.9 13.9 4.4 1.1 0.1

陸側ケース 5.9 60.6 21.8 6.7 3.4 1.6

東側ケース 63.8 12.3 18.0 4.5 1.2 0.2

西側ケース 64.7 12.8 15.8 4.5 2.0 0.2

経験的手法※1 16.5 50.3 23.9 4.5 4.0 0.8

重ね合わせ※2 5.9 60.6 21.8 6.6 3.5 1.6

南から破壊 31.8 38.4 10.4 13.4 3.5 2.5

北から破壊 19.8 48.1 11.5 14.5 3.6 2.5

東から破壊 94.1 1.2 2.2 2.0 0.5 0.0

西から破壊 82.9 5.5 7.1 3.1 1.4 0.1

東から破壊 92.0 2.1 3.5 2.3 0.1 0.0

西から破壊 92.9 1.5 3.6 1.9 0.1 0.0

東から破壊 83.9 6.0 6.7 3.1 0.4 0.0

西から破壊 94.1 0.9 4.1 0.9 0.1 0.0

南から破壊 77.4 11.6 5.6 3.7 0.7 1.0

北から破壊 76.3 12.4 5.7 3.8 0.7 1.0

南から破壊 84.9 6.0 4.4 3.3 0.3 1.1

北から破壊 84.9 5.8 4.8 3.1 0.3 1.1

東から破壊 85.6 7.7 3.7 1.9 1.0 0.2

西から破壊 90.4 4.3 2.6 2.0 0.6 0.1

南から破壊 93.1 2.2 1.6 1.8 1.2 0.0

北から破壊 92.3 2.6 1.9 2.0 1.0 0.1

南から破壊 79.8 9.8 5.7 2.1 1.6 1.0

北から破壊 75.4 13.1 6.4 2.4 1.5 1.2

東から破壊 71.8 13.6 8.0 4.7 1.8 0.2

西から破壊 69.2 15.0 8.6 5.2 1.7 0.3

南から破壊 76.3 11.3 6.3 4.4 0.5 1.2

北から破壊 75.6 11.9 6.5 4.2 0.6 1.2

注：震度５弱以上の地域を危険度判定の対象としている

※1：震源からの距離に従い，地震の揺れがどの程度減衰するかを示す経験的な式を用いて震度を簡便に推定する手法で震度を表示したケース

※2：基本，陸側，東側，西側，経験的手法の5ケースを重ね合わせて最大となる震度を表示したケース

6.9

対象外

7.0

7.4

マグニ
チュード

9.0

7.4

8.0

7.0

6.5

7.4

液状化危険度　面積割合（%)

石鎚山脈北縁西部－伊予灘

石鎚山脈北縁

讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部

南海トラフ巨大地震

8.0

8.0

想定地震

安芸灘～伊予灘～豊後水道

己斐－広島西縁断層帯（M6.5）

五日市断層

7.6岩国断層帯

長者ヶ原断層－芳井断層

（参考）己斐－広島西縁断層帯（M6.9）

安芸灘断層群（広島湾－岩国沖断層帯）

安芸灘断層群（主部）
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液状化危険度の面積割合（PL 値） （どこでも起こりうる直下の地震） 

かなり低い 低い 高い かなり高い 極めて高い

PL=0 0<PL≦5 5<PL≦15 15<PL≦30 30<PL

広島市直下 76.6 10.9 6.1 4.3 0.9 1.2

呉市直下 82.0 7.3 4.5 3.3 1.9 0.9

竹原市直下 77.8 8.1 7.2 5.3 1.1 0.4

三原市直下 78.2 8.5 6.2 5.5 1.1 0.5

尾道市直下 81.3 7.4 5.7 3.6 1.5 0.4

福山市直下 85.7 5.8 3.6 3.4 1.5 0.2

府中市直下 77.4 10.3 5.9 4.9 1.5 0.1

三次市直下 74.6 12.1 9.5 3.8 0.0 0.0

庄原市直下 74.8 13.2 7.6 4.3 0.0 0.0

大竹市直下 88.6 5.3 2.7 2.0 1.0 0.3

東広島市直下 72.2 11.4 7.6 6.7 1.8 0.3

廿日市市直下 79.6 10.4 4.8 3.2 0.8 1.1

安芸高田市直下 72.0 12.6 10.3 4.9 0.2 0.0

江田島市直下 84.8 6.1 4.5 1.9 1.7 1.0

府中町直下 75.6 11.1 6.3 5.1 0.7 1.2

海田町直下 76.6 10.3 5.7 5.2 0.9 1.3

熊野町直下 77.5 9.6 5.4 5.0 1.4 1.1

坂町直下 77.6 9.8 5.6 4.5 1.2 1.3

安芸太田町直下 80.9 12.7 3.5 2.3 0.5 0.1

北広島町直下 76.4 12.5 6.5 4.3 0.3 0.0

大崎上島町直下 82.1 6.3 5.9 4.2 1.2 0.4

世羅町直下 70.5 12.2 9.3 7.1 0.8 0.1

神石高原町直下 76.7 10.8 6.5 5.3 0.6 0.0

※：震度５弱以上を対象としている。

※：数値は，各想定地震における全県の集計を示す。

想定地震

液状化危険度　面積割合（%)

対象外
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ウ 津波（図－６参照） 
想定地震のうち，南海トラフ巨大地震，安芸灘～伊予灘～豊後水道の地震，讃岐山脈

南縁－石鎚山脈北縁東部の地震，石鎚山脈北縁西部－伊予灘の地震，安芸灘断層群（主

部）の地震，安芸灘断層群（広島湾－岩国沖断層帯）の地震については，津波による被

害を記した。 

ここでは，浸水深別面積（堤防が機能しない場合）について，想定地震ごとに下表に

示す。なお，南海トラフ巨大地震の津波については「南海トラフの巨大地震モデル検討

会」が示した津波断層モデル 11 ケースのうち，広島県にとって被害の大きい（人的被害

に結びつく浸水深 30cm 以上の広島県全域での浸水面積が最大）津波断層モデルケース 1

の場合を示す。 

浸水深別面積（構造物が機能しない場合） 

浸水深
１㎝以上

浸水深
30㎝以上

浸水深
1m以上

浸水深
2m以上

浸水深
5m以上

南海トラフ巨大地震（津波：ケース１） 12,474 10,679 6,618 3,343 8

安芸灘～伊予灘～豊後水道 7,921 6,749 4,515 1,903 0

讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部 6,520 5,537 3,680 1,479 0

石鎚山脈北縁西部－伊予灘 6,032 5,262 3,536 1,311 0

安芸灘断層群（主部） 5,382 4,794 3,214 1,108 0

安芸灘断層群（広島湾-岩国沖断層帯） 5,844 5,131 3,422 1,179 0

想定地震
浸水面積（ha）

  
 （２）想定される被害の特徴（既に明らかとなっている断層等を震源とする地震） 

ア 南海トラフ巨大地震（陸側ケース，津波ケース１） 
     県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.8%であり，平地部を中心に６弱以上とな

る地域の割合は 9.8%である。さらに県南部の大半の地域は震度５強以上の揺れとなる。津波

の発生によって沿岸部の低地では，浸水深 1cm 以上の浸水がある面積が 12,474ha あり，そ

の内，浸水深 30cm を超える地域の割合が約 86%となる。地震による揺れ，液状化，土砂災

害，津波により 69,210 棟の建物が全壊し，死者は冬の深夜が最大となり 14,759 人で，その

約 9 割が津波によるものである。避難を必要とする人は約 59 万人となる。ライフライン被

害，経済被害等については，他の想定地震と比較しても圧倒的に被害量が大きく，地震発生

直後においては，断水人口が 1,069,382 人，停電が 119,836 軒に及ぶ。経済被害は直接被害

だけで約 8.9 兆円となる。 
   イ 安芸灘～伊予灘～豊後水道（北から破壊） 

県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.7%，平地部を中心に６弱以上となる地域

の割合は 11.3%と今回の想定地震中最大となり，県南部の大半の地域が震度５強以上の揺れ

となる。また津波の発生によって，浸水深 1cm 以上の浸水がある面積が 7,921ha（その内，

浸水深 30cm を超える地域の割合が約 85%）と南海トラフ巨大地震に次いで広い範囲が浸水

する。地震による揺れ，液状化，土砂災害，津波により 29,012 棟の建物が全壊し，死者は

冬の深夜で最大 11,206 人となるが，その約 9 割が津波によるものである。避難を必要とす

る人は約 40 万人となる。地震発生直後においては，断水人口が 342,755 人，停電が 132,19
3 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 5.9 兆円となる。 

   ウ 讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部（西から破壊） 
県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.2%であり，平地部を中心に６弱以上とな
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る地域の割合は 2.3%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れとなる。津波の発生

によって，沿岸部の低地では，浸水深 1cm 以上の浸水がある面積が 6,520ha あり，その内，

浸水深 30cm を超える地域の割合が約 85%となる。地震による揺れ，液状化，土砂災害，津

波により 7,689 棟の建物が全壊し，死者は夏の 12 時が最大となり 2,084 人で，その約 9 割

が津波によるものである。避難を必要とする人は約 29 万人となる。地震発生直後において

は，断水人口が 52,139 人，停電が 53,103 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 2.1 兆円

となる。 
   エ 石鎚山脈北縁（西から破壊） 

県内の南部の地域が震度５強以上の強い揺れとなるが，６弱以上となる地域は発生しない。

また，津波の想定は行っていない。地震による揺れ，液状化，土砂災害により 1,693 棟の建

物が全壊し，死者は 0 人，負傷者が 36 人発生し，避難を必要とする人は約 0.4 万人となる。

地震発生直後においては，断水人口が 3 人，停電が 255 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけ

で約 0.5 兆円となる。 
   オ 石鎚山脈北縁西部－伊予灘（東から破壊） 

県内の６強以上となる地域は存在しないが，平地部を中心に６弱以上となる地域の割合は

0.1%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れとなる。津波の発生によって，沿岸

部の低地では，浸水深 1cm 以上の浸水がある面積が 6,032ha あり，その内，浸水深 30cm を

超える地域の割合が約 85%となる。地震による揺れ，液状化，土砂災害，津波により 3,002
棟の建物が全壊し，死者は冬の深夜が最大となり 192 人で，そのほとんどが津波によるもの

である。避難を必要とする人は約 28 万人となる。地震発生直後においては，断水人口が 75
0 人，停電が 45,683 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 1 兆円となる。 

   カ 五日市断層（北から破壊） 
県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.1%であり，平地部を中心に６弱以上とな

る地域の割合は 2.1%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れとなる。津波の想定

は行っていない。地震による揺れ，液状化，土砂災害により 6,820 棟の建物が全壊し，死者

が 179 人，負傷者が 4,552 人発生し，避難を必要とする人が約 3 万人となる。地震発生直後

においては，断水人口が 2,304 人，停電が 26,680 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 1.
9 兆円となる。 

   キ 己斐－広島西縁断層帯（M6.5）（北から破壊） 
県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.1%であり，平地部を中心に６弱以上とな

る地域の割合は 1.6%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れとなる。津波の想定

は行っていない。地震による揺れ，液状化，土砂災害により 7,612 棟の建物が全壊し，死者

が 249 人，負傷者が 5,302 人発生し，避難を必要とする人は約 3 万人となる。地震発生直後

においては，断水人口が 3,681 人，停電が 31,859 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 1.
9 兆円となる。 

   ク 岩国断層帯（東から破壊） 
県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.1%であり，平地部を中心に６弱以上とな

る地域の割合は 0.9%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れとなる。津波の想定

は行っていない。地震による揺れ，液状化，土砂災害により 4,498 棟の建物が全壊し，死者

が 72 人，負傷者が 1,073 人発生し，避難を必要とする人は約 1 万人となる。地震発生直後

においては，断水人口が 22,020 人，停電が 2,761 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 1.
0 兆円となる。 
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ケ 安芸灘断層群（主部）（北から破壊） 
県内の６強以上となる地域は存在しないが，平地部を中心に６弱以上となる地域の割合は

0.2%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れとなる。津波の発生によって，沿岸

部の低地では，浸水深 1cm 以上の浸水がある面積が 5,382ha あり，その内，浸水深 30cm を

超える地域の割合が約 89%となる。地震による揺れ，液状化，土砂災害，津波により 2,987
棟の建物が全壊し，死者は夏の 12 時が最大となり 45 人で，そのほとんどが津波によるもの

である。避難を必要とする人は約 25 万人となる。地震発生直後においては，断水人口が 55
6 人，停電が 39,865 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 0.8 兆円となる。 

   コ 安芸灘断層群（広島湾－岩国沖断層帯）（北から破壊） 
県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.2%であり，平地部を中心に６弱以上とな

る地域の割合は 3.1%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れとなる。津波の発生

によって，沿岸部の低地では，浸水深 1cm 以上の浸水がある面積が 5,844ha あり，その内，

浸水深 30cm を超える地域の割合が約 88%となる。地震による揺れ，液状化，土砂災害，津

波により 8,335 棟の建物が全壊し，死者は冬の深夜が最大となり 3,495 人で，その 9 割が津

波によるものである。避難を必要とする人が約 28 万人となる。地震発生直後においては，

断水人口が 50,465 人，停電が 69,582 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで約 2.4 兆円とな

る。 
   サ 長者ヶ原断層－芳井断層（西から破壊） 

県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 2.7%であり，平地部を中心に６弱以上とな

る地域の割合は 7.6%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れとなる。津波の想定

は行っていない。地震による揺れ，液状化，土砂災害により 46,629 棟の建物が全壊し，死

者が 2,840 人，負傷者が 22,170 人発生し，避難を必要とする人が約 12 万人となる。地震発

生直後においては，断水人口が 553,671 人，停電が 44,585 軒に及ぶ。経済被害は直接被害

だけで約 3.9 兆円となる。 
   シ （参考）己斐－広島西縁断層帯（M6.9）（南から破壊） 

県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.32%であり，平地部を中心に６弱以上と

なる地域の割合は 2.8%である。さらに県南部の地域は震度５強以上の揺れとなる。津波の想

定は行っていない。地震による揺れ，液状化，土砂災害により約 12,603 棟の建物が全壊し，

死者が 539 人，負傷者が 9,131 人発生し，避難を必要とする人が約 5 万人となる。地震発生

直後においては，断水人口が 10,814 人，停電が 49,426 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけ

で約 2.4 兆円となる。 
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（３）被害想定結果（既に明らかとなっている断層等を震源とする地震） 
    既に明らかとなっている断層等を震源とする地震の被害想定結果は次の通りである。

 被害想定結果一覧表（既に明らかとなっている断層等を震源とする地震）１/２ 

陸側ケース
津波ケース1

北から破壊 西から破壊 西から破壊 東から破壊 北から破壊

9.0 7.4 8.0 8.0 8.0 7.0

プレート間 プレート内 地殻内 地殻内 地殻内 地殻内

- 40% ほぼ0～0.3% ほぼ0～0.3% ほぼ0～0.3% 不明

福山市
坂町

大崎上島町
他

呉市
海田町

大崎上島町
他

三原市
尾道市
福山市他

-
呉市
竹原市

三原市他

広島市
府中町

海田町他

9.8% 11.3% 2.3% 0.0% 0.1% 2.1%

5.0% 6.1% 1.5% 0.1% 0.4% 1.7%

483 418 62 0 2 58

5 1 2 0 0 0

619 547 167 0 1 77

津波
被害

津波の浸水面積（ha） 12,474 7,921 6,520 - 6,032 -

液状化 揺れ 揺れ 液状化 液状化 液状化

69,210 29,012 7,689 1,693 3,002 6,820

200,572 120,894 40,659 3,266 9,294 28,340

*1 351 315 90 0 0 108

冬･深夜 冬･深夜 冬･深夜 冬･深夜 冬･深夜 冬･深夜

津波 津波 津波 - 津波 建物倒壊

*2 14,759 11,206 2,013 0 192 179

*2 22,220 20,691 6,002 36 470 4,552

*2 3,426 2,259 732 0 46 307

*1 1,046,761 323,150 46,663 3 718 2,304

*1 779,794 665,462 137,035 65,493 239,856 441,551

*1 119,836 132,193 53,103 255 45,683 26,680

*1 76,806 76,064 30,098 138 22,889 14,266

*1 150,069 129,308 84,254 0 79,002 0

1,699 1,428 455 100 341 419

844 781 225 50 179 290

191 231 131 26 44 74

*1 386,814 261,823 192,410 2,179 183,639 16,717

*3 165,911 165,911 145,475 150,986 157,472 148,773

*1 -569,818 -235,322 -56,786 312,571 -32,649 292,363

*1 -10,015 -8,067 -2,605 -79 -3,484 -3,960

*2 -1,240 2,953 23,113 31,035 27,859 25,860

可燃物（万t） *1 124.40 49.70 13.32 2.75 4.82 11.33

不燃物（万t） *1 372.17 172.89 44.86 11.00 19.84 43.12

*4 240 260 42 16 47 165

道路閉塞（幅員13m未満)（％） 道路リンク10～50%以下 5.7 1.8 0.5 0.0 0.0 0.2

災害時要援護者数（当日・1日後）（人） *1 76,404 51,548 37,562 443 35,739 3,249

96 106 26 0 0 23

文化財の被害件数（件） *1 11 9 6 0 4 0

孤立集落（集落） 0 5 3 0 0 3

126 234 44 0 0 0

①災害対策本部等 61 70 15 0 0 35

②避難拠点施設 618 791 92 1 6 472

③医療施設 63 77 15 0 2 36

*1 89,030 58,776 20,514 4,779 9,953 18,511

*1 37,477 28,082 15,267 3,862 5,743 8,522

126,507 86,858 35,781 8,641 15,696 27,033

※ は，被害の最大値を示す
*1：冬 18時,風速11m/s
*2：冬 深夜,風速11m/s
*3：昼12時
*4：朝7時～8時

*1

災害廃棄物発生量

①急傾斜地

②地すべり

③山腹崩壊

重要施設
使用に支障のある施設数
(棟)

港湾（揺れによる被害箇所数）

避難所避難者数（当日・1日後）(人)

帰宅困難者数（人）

間接被害（億円）

合計　（億円）

経済
被害

直接被害（億円）

食料の不足量（当日・1日後）（食）

仮設トイレの不足量（当日・1日後）（基）

危険物施設の被害箇所数（箇所）

ため池（災害発生の危険性が高いため池の箇所数）

医療機能支障（医療需要過不足数）　（＜0：不足)

エレベータ内閉じ込め者数（人）

五日市断層

死傷者数が最大となる発災季節･時間

死傷者の主な原因

全壊の主な原因

焼失棟数（棟）

地震タイプ

今後30年以内の発生確率

県全面積に対する面積率

想定項目

震度6弱以上のエリア

鉄道（被害箇所数）

半壊棟数（棟）

全壊棟数（棟）

交通施
設被害

道路（被害箇所数）

建物
被害

死者数（人）

負傷者数（人）

想定地震

マグニチュード

地震動
・

液状化

土砂
災害

県全面積に対する液状化危険度面積率（PL>15の面積率)

石鎚山脈北縁
西部－伊予灘

南海トラフ
巨大地震

安芸灘～
伊予灘～
豊後水道

讃岐山脈南縁
―石鎚山脈北

縁東部
石鎚山脈北縁

その他
施設等
被害

災害廃
棄物

生活
支障

危険度ランクが高い箇所

重傷者数（負傷者の内数）（人）

ガス（1日後の供給停止戸数）

ライフ
ライン
施設
被害

上水道（1日後の断水人口）（人）

人的
被害

下水道（1日後の機能支障人口）（人）

電力（直後の停電軒数）

通信（直後の固定電話不通回線数）
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被害想定結果一覧表（既に明らかとなっている断層等を震源とする地震）２/２ 

北から破壊 東から破壊 北から破壊 北から破壊 西から破壊 南から破壊

6.5 7.6 7.0 7.4 7.4 6.9

地殻内 地殻内 地殻内 地殻内 地殻内 地殻内

不明 0.03～2% 0.1～10% 不明 不明 不明

広島市
府中町
坂町他

大竹市
廿日市市

呉市
江田島市

大竹市
江田島市
坂町他

尾道市
福山市
府中市他

府中町
海田町
坂町他

1.6% 0.9% 0.2% 3.1% 7.6% 2.8%

1.4% 1.2% 1.1% 2.7% 2.0% 1.7%

79 16 3 61 786 159

0 0 0 0 8 0

90 9 7 86 734 168

津波
被害

津波の浸水面積（ha） - - 5,382 5,844 - -

揺れ 液状化 液状化 液状化 揺れ 揺れ

7,612 4,498 2,987 8,335 46,629 12,603

30,565 10,166 6,534 39,380 76,429 46,746

*1 144 36 0 99 945 261

冬･深夜 冬･深夜 冬・深夜 冬･深夜 冬･深夜 冬･深夜

建物倒壊 建物倒壊 津波 津波 建物倒壊 建物倒壊

*2 249 72 43 3,495 2,840 539

*2 5,302 1,073 230 5,962 22,170 9,131

*2 429 131 9 744 4,809 924

*1 3,681 21,327 530 48,585 544,113 10,814

*1 433,144 219,826 200,642 455,622 168,735 504,304

*1 31,859 2,761 39,865 69,582 44,585 49,426

*1 16,068 2,527 19,987 37,493 38,675 25,105

*1 0 0 79,002 80,995 0 0

341 194 229 535 659 483

285 130 122 342 320 358

68 36 30 94 120 76

*1 19,169 7,494 163,203 186,001 70,362 31,646

*3 142,368 142,234 144,883 156,268 96,775 150,204

*1 289,219 302,781 17,577 -36,469 151,648 271,790

*1 -3,897 -1,670 -2,927 -5,523 -1,752 -4,707

*2 25,268 30,310 32,119 22,714 7,538 19,812

可燃物（万t） *1 12.83 7.28 4.67 13.80 85.10 21.82

不燃物（万t） *1 47.02 29.49 20.57 52.86 245.75 74.18

*4 158 53 19 128 86 208

道路閉塞（幅員13m未満)（％） 道路リンク10～50%以下 0.4 0.1 0.0 0.3 7.7 1.2

災害時要援護者数（当日・1日後）（人） *1 3,742 1,470 31,701 36,176 13,519 6,173

23 36 0 64 86 43

文化財の被害件数（件） *1 0 0 4 4 30 1

孤立集落（集落） 0 4 0 2 28 0

1 2 0 8 175 5

①災害対策本部等 36 15 5 37 22 37

②避難拠点施設 484 141 46 498 217 607

③医療施設 37 14 3 44 33 49

*1 18,522 10,359 7,914 24,434 38,838 24,181

*1 8,206 5,417 6,017 12,379 18,744 9,610

26,728 15,776 13,931 36,813 57,582 33,791

※ は，被害の最大値を示す
*1：冬 18時,風速11m/s
*2：冬 深夜,風速11m/s
*3：昼12時
*4：朝7時～8時

ガス（1日後の供給停止戸数）

鉄道（被害箇所数）

港湾（揺れによる被害箇所数）

*1

避難所避難者数（当日・1日後）(人)

帰宅困難者数（人）

食料の不足量（当日・1日後）（食）

仮設トイレの不足量（当日・1日後）（基）

道路（被害箇所数）

使用に支障のある施設数
(棟)

経済
被害

直接被害（億円）

間接被害（億円）

合計　（億円）

その他
施設等
被害

医療機能支障（医療需要過不足数）　（＜0：不足)

エレベータ内閉じ込め者数（人）

危険物施設の被害箇所数（箇所）

ため池（災害発生の危険性が高いため池の箇所数）

重要施設

災害廃棄物発生量
災害廃
棄物

生活
支障

死傷者の主な原因

死者数（人）

負傷者数（人）

人的
被害

死傷者数が最大となる発災季節･時間

重傷者数（負傷者の内数）（人）

上水道（1日後の断水人口）（人）

下水道（1日後の機能支障人口）（人）

電力（直後の停電軒数）

通信（直後の固定電話不通回線数）

（参考）
己斐－広島西

縁断層帯
(6.9)

地震動
・

液状化

己斐－広島西
縁断層帯
(6.5)

長者ヶ原断層
－芳井断層

岩国断層帯
安芸灘断層群

(主部)

安芸灘断層群
（広島湾－岩
国沖断層帯）

マグニチュード

地震タイプ

今後30年以内の発生確率

県全面積に対する面積率

想定項目

震度6弱以上のエリア

想定地震

県全面積に対する液状化危険度面積率（PL>15の面積率)

全壊棟数（棟）

半壊棟数（棟）

焼失棟数（棟）

③山腹崩壊

①急傾斜地

危険度ランクが高い箇所②地すべり

全壊の主な原因

土砂
災害

交通施
設被害

建物
被害

ライフ
ライン
施設
被害
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（４）被害想定結果（どこでも起こりうる直下の地震） 
    どこでも起こりうる直下の地震の被害想定結果は次の通りである。 

被害想定結果一覧表（どこでも起こりうる直下の地震）１/４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9

地殻内 地殻内 地殻内 地殻内 地殻内 地殻内

広島市
海田町
坂町他

呉市
熊野町
坂町他

竹原市
三原市

大崎上島町他

竹原市
三原市
尾道市他

三原市
尾道市
福山市他

尾道市
福山市
府中市他

2.7% 3.0% 3.3% 3.2% 3.8% 3.9%

2.1% 2.8% 1.5% 1.6% 1.9% 1.7%

165 176 248 284 456 257

0 0 1 2 5 5

159 241 197 253 443 395

揺れ 揺れ 揺れ 揺れ 揺れ 揺れ

16,667 11,093 8,668 10,490 24,293 30,047

52,115 33,959 22,396 34,439 46,261 50,609

*1 369 180 246 162 582 630

冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜

建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊

*2 777 433 341 503 1,426 1,773

*2 10,808 6,253 4,072 7,115 12,150 14,257

*2 1,334 727 564 843 2,346 3,035

*1 26,942 178,301 41,157 87,840 247,108 413,478

*1 516,903 360,916 164,379 116,739 118,894 139,583

*1 59,225 18,707 7,850 11,758 20,767 28,845

*1 30,245 11,432 5,131 7,215 15,404 26,023

*1 0 0 0 0 0 0

493 390 406 438 428 385

399 255 241 241 227 192

88 94 106 130 127 97

*1 39,755 19,080 10,480 13,432 30,676 48,011

*3 157,406 155,685 158,999 95,918 96,227 60,851

*1 259,435 284,239 295,360 285,739 252,219 208,815

*1 -4,898 -3,179 -1,146 -699 -886 -1,256

*2 16,849 22,718 24,922 25,310 20,887 18,337

可燃物（万t） *1 29.12 19.19 15.21 18.76 44.35 54.43

不燃物（万t） *1 96.50 65.19 50.03 57.54 128.41 161.12

*4 208 95 34 39 53 63

道路閉塞（幅員13m未満)（％） 道路リンク10～50%以下 1.7 0.9 1.0 1.1 2.2 4.3

災害時要援護者数（当日・1日後）（人） *1 7,765 3,950 2,167 2,791 6,329 9,110

52 23 12 19 37 67

文化財の被害件数（件） *1 3 2 3 3 16 13

孤立集落（集落） 0 1 0 0 0 4

4 17 26 46 68 101

①災害対策本部等 46 32 9 20 21 17

②避難拠点施設 670 322 93 110 154 132

③医療施設 53 29 8 14 24 32

*1 27,883 21,437 15,441 17,502 23,817 27,670

*1 10,777 11,243 8,303 11,514 14,677 16,144

38,660 32,680 23,744 29,016 38,494 43,814

※ は，被害の最大値を示す
*1：冬 18時,風速11m/s
*2：冬 深夜,風速11m/s
*3：昼12時
*4：朝7時～8時

震度6弱以上のエリア

*1
使用に支障のある施設数
(棟)

災害廃棄物発生量

想定項目

ガス（1日後の供給停止戸数）

焼失棟数（棟）

負傷者数（人）

全壊棟数（棟）

①急傾斜地

②地すべり

③山腹崩壊

上水道（1日後の断水人口）（人）

下水道（1日後の機能支障人口）（人）

電力（直後の停電軒数）

県全面積に対する面積率

県全面積に対する液状化危険度面積率（PL>15の面積率)

ため池（災害発生の危険性が高いため池の箇所数）

通信（直後の固定電話不通回線数）

死者数（人）

死傷者の主な原因

危険物施設の被害箇所数（箇所）

重傷者数（負傷者の内数）（人）

竹原市
直下地震

三原市
直下地震

尾道市
直下地震

ライフ
ライン
施設
被害

呉市
直下地震

広島市
直下地震

マグニチュード

地震タイプ

想定
項目

地震動
・

液状化

建物
被害

想定地震

危険度ランクが高い箇所

鉄道（被害箇所数）

重要施設

土砂
災害

死傷者数が最大となる発災季節･時間

全壊の主な原因

半壊棟数（棟）

福山市
直下地震

人的
被害

交通施
設被害

間接被害（億円）

合計　（億円）

直接被害（億円）

港湾（揺れによる被害箇所数）

道路（被害箇所数）

避難所避難者数（当日・1日後）(人)

生活
支障

災害廃
棄物

その他
施設等
被害

経済
被害

帰宅困難者数（人）

食料の不足量（当日・1日後）（食）

仮設トイレの不足量（当日・1日後）（基）

医療機能支障（医療需要過不足数）　（＜0：不足)

エレベータ内閉じ込め者数（人）
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被害想定結果一覧表（どこでも起こりうる直下の地震）２/４ 

 

6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9

地殻内 地殻内 地殻内 地殻内 地殻内 地殻内

尾道市
福山市
府中市他

三次市
庄原市

安芸高田市

三次市
庄原市

大竹市
廿日市市

江田島市他

竹原市
東広島市
熊野町他

広島市
廿日市市
坂町他

3.9% 1.7% 2.4% 0.8% 3.4% 1.7%

1.6% 0.0% 0.0% 1.3% 2.1% 1.9%

143 28 67 23 162 53

3 10 3 0 0 0

285 53 60 11 117 75

揺れ 揺れ 揺れ 液状化 液状化 液状化

9,168 2,065 2,467 4,754 7,987 7,672

34,802 7,565 7,238 11,211 24,015 27,786

*1 162 27 27 36 117 144

冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜

建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊

*2 439 94 124 93 223 233

*2 7,242 1,482 1,494 1,358 3,611 4,615

*2 758 153 200 168 368 399

*1 184,358 16,476 9,016 25,354 70,710 17,777

*1 122,135 35,141 39,879 199,511 316,357 411,177

*1 17,338 1,233 1,551 3,658 11,712 21,853

*1 14,987 549 860 3,376 7,942 12,559

*1 0 0 0 0 0 0

479 351 349 166 516 371

224 170 179 126 303 269

88 3 3 47 67 81

*1 14,943 1,999 1,868 8,071 12,962 18,026

*3 84,830 106,030 86,439 134,132 165,300 148,773

*1 292,629 311,173 312,936 301,622 291,999 289,400

*1 -767 226 180 -1,473 -2,682 -3,669

*2 26,702 32,821 33,528 30,713 24,529 26,030

可燃物（万t） *1 16.34 3.70 4.45 7.77 13.52 12.89

不燃物（万t） *1 50.74 11.26 13.20 30.72 48.81 47.66

*4 55 6 5 35 87 135

道路閉塞（幅員13m未満)（％） 道路リンク10～50%以下 1.0 0.3 0.4 0.2 0.7 0.4

災害時要援護者数（当日・1日後）（人） *1 2,897 433 408 1,574 2,548 3,488

27 4 3 43 11 26

文化財の被害件数（件） *1 3 0 1 0 0 0

孤立集落（集落） 7 0 0 2 1 0

78 3 1 2 141 4

①災害対策本部等 12 4 4 12 12 33

②避難拠点施設 114 22 69 81 113 393

③医療施設 21 0 1 7 17 40

*1 15,930 3,332 3,079 10,564 17,320 18,523

*1 12,930 3,257 3,420 5,990 7,616 9,020

28,860 6,589 6,499 16,554 24,936 27,543

※：
*1：冬 18時,風速11m/s
*2：冬 深夜,風速11m/s
*3：昼12時
*4：朝7時～8時

*1

災害廃棄物発生量

震度6弱以上のエリア

想定項目

負傷者数（人）

エレベータ内閉じ込め者数（人）

重傷者数（負傷者の内数）（人）

上水道（1日後の断水人口）（人）

下水道（1日後の機能支障人口）（人）

電力（直後の停電軒数）

通信（直後の固定電話不通回線数）

ガス（1日後の供給停止戸数）

死者数（人）

県全面積に対する液状化危険度面積率（PL>15の面積率)

半壊棟数（棟）

焼失棟数（棟）

死傷者数が最大となる発災季節･時間

死傷者の主な原因

全壊棟数（棟）

東広島市
直下地震

廿日市市
直下地震

府中市
直下地震

三次市
直下地震

庄原市
直下地震

大竹市
直下地震

地震動
・

液状化

全壊の主な原因

土砂
災害

想定地震

マグニチュード

危険度ランクが高い箇所

地震タイプ

県全面積に対する面積率

直接被害（億円）

間接被害（億円）

合計　（億円）

は，被害の最大値を示す

重要施設

建物
被害

道路（被害箇所数）

災害廃
棄物

危険物施設の被害箇所数（箇所）

港湾（揺れによる被害箇所数）

使用に支障のある施設数
(棟)

帰宅困難者数（人）

食料の不足量（当日・1日後）（食）

仮設トイレの不足量（当日・1日後）（基）

医療機能支障（医療需要過不足数）　（＜0：不足)

ため池（災害発生の危険性が高いため池の箇所数）

避難所避難者数（当日・1日後）(人)

人的
被害

ライフ
ライン
施設
被害

交通施
設被害

生活
支障

その他
施設等
被害

鉄道（被害箇所数）

経済
被害

想定
項目

①急傾斜地

②地すべり

③山腹崩壊
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被害想定結果一覧表（どこでも起こりうる直下の地震）３/４ 

 

 

6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9

地殻内 地殻内 地殻内 地殻内 地殻内 地殻内

広島市
三次市

安芸高田市他

呉市
江田島市
坂町他

府中町
海田町
坂町他

府中町
海田町
熊野町他

海田町
熊野町
坂町他

海田町
熊野町
坂町他

1.5% 1.8% 3.0% 3.1% 4.0% 3.0%

0.2% 2.7% 1.9% 2.2% 2.5% 2.5%

57 88 233 207 135 169

0 0 0 0 0 0

23 128 179 151 170 170

液状化 液状化 揺れ 揺れ 揺れ 揺れ

2,999 6,090 16,557 13,662 9,329 11,892

9,025 22,353 52,246 44,460 40,712 44,576

*1 36 63 546 399 162 287

冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜

建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊

*2 94 127 782 590 315 474

*2 1,441 3,209 10,846 8,731 7,156 8,383

*2 155 211 1,331 1,007 532 808

*1 18,913 35,340 33,097 46,225 90,018 52,532

*1 153,041 334,151 520,239 492,661 451,125 480,623

*1 1,931 11,448 53,555 42,002 33,318 43,982

*1 1,165 6,639 27,136 21,506 18,173 22,625

*1 0 0 0 0 0 0

387 307 529 522 510 495

173 202 410 392 354 383

8 92 89 93 104 95

*1 3,765 10,521 39,793 31,555 20,163 27,445

*3 164,462 148,205 157,406 157,406 157,406 157,406

*1 310,352 299,463 255,652 264,728 286,171 272,176

*1 -969 -2,837 -4,931 -4,591 -4,084 -4,438

*2 28,622 27,605 18,071 20,271 21,465 20,426

可燃物（万t） *1 5.17 10.04 29.08 23.77 15.91 20.52

不燃物（万t） *1 17.70 38.82 95.76 80.26 56.35 70.69

*4 39 81 208 186 148 170

道路閉塞（幅員13m未満)（％） 道路リンク10～50%以下 0.5 0.4 1.8 1.0 0.5 0.7

災害時要援護者数（当日・1日後）（人） *1 781 2,158 7,812 6,245 4,030 5,456

4 16 50 48 31 46

文化財の被害件数（件） *1 0 0 4 1 1 2

孤立集落（集落） 0 0 22 29 5 9

0 12 4 4 25 4

①災害対策本部等 2 28 37 34 36 36

②避難拠点施設 22 313 650 586 495 603

③医療施設 2 29 48 46 40 47

*1 6,226 17,129 27,611 25,578 23,540 25,068

*1 3,438 10,679 11,394 11,415 11,618 11,632

9,664 27,808 39,005 36,993 35,158 36,700

※:
*1：冬 18時,風速11m/s
*2：冬 深夜,風速11m/s
*3：昼12時
*4：朝7時～8時

*1

帰宅困難者数（人）

電力（直後の停電軒数）

死傷者の主な原因

死者数（人）

負傷者数（人）

上水道（1日後の断水人口）（人）

重傷者数（負傷者の内数）（人）

合計　（億円）

地震動
・

液状化

想定
項目

マグニチュード

地震タイプ

震度6弱以上のエリア

坂町
直下地震

江田島市
直下地震

府中町
直下地震

海田町
直下地震

熊野町
直下地震

②地すべり

③山腹崩壊

安芸高田市
直下地震

想定地震

県全面積に対する面積率

県全面積に対する液状化危険度面積率（PL>15の面積率)

想定項目

ライフ
ライン
施設
被害

災害廃棄物発生量

下水道（1日後の機能支障人口）（人）

危険度ランクが高い箇所

全壊の主な原因

全壊棟数（棟）

死傷者数が最大となる発災季節･時間

半壊棟数（棟）

焼失棟数（棟）

①急傾斜地

人的
被害

災害廃
棄物

は，被害の最大値を示す

避難所避難者数（当日・1日後）(人)

通信（直後の固定電話不通回線数）

生活
支障

ため池（災害発生の危険性が高いため池の箇所数）

ガス（1日後の供給停止戸数）

鉄道（被害箇所数）

港湾（揺れによる被害箇所数）

重要施設

危険物施設の被害箇所数（箇所）

交通施
設被害

道路（被害箇所数）

食料の不足量（当日・1日後）（食）

仮設トイレの不足量（当日・1日後）（基）

建物
被害

土砂
災害

その他
施設等
被害

経済
被害

医療機能支障（医療需要過不足数）　（＜0：不足)

エレベータ内閉じ込め者数（人）

使用に支障のある施設数
(棟)

直接被害（億円）

間接被害（億円）
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被害想定結果一覧表（どこでも起こりうる直下の地震）４/４ 

 

6.9 6.9 6.9 6.9 6.9

地殻内 地殻内 地殻内 地殻内 地殻内

広島市
廿日市市

安芸太田町他

広島市
安芸高田市
北広島町他

竹原市
三次市

大崎上島町他

三次市
福山市
世羅町他

福山市
府中市

神石高原町他

1.8% 1.9% 2.2% 2.2% 2.0%

0.6% 0.3% 1.6% 0.9% 0.6%

91 77 169 54 25

1 0 1 2 0

88 57 107 52 56

液状化 液状化 揺れ 液状化 液状化

2,781 3,262 6,333 3,416 2,078

6,410 8,942 18,887 13,631 9,690

*1 18 36 45 18 18

冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜

建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊

*2 37 89 225 70 33

*2 567 1,290 3,209 1,896 1,377

*2 60 148 366 107 54

*1 4,130 3,614 24,681 15,143 13,268

*1 171,647 204,770 100,593 105,558 94,108

*1 3,011 5,123 5,502 5,962 5,384

*1 3,345 5,887 3,595 3,603 2,646

*1 0 0 0 0 0

214 325 317 499 417

62 112 185 206 149

13 6 98 65 39

*1 4,532 4,626 7,232 4,022 2,943

*3 134,767 157,027 158,999 100,234 61,090

*1 308,938 308,331 302,772 309,420 311,426

*1 -1,162 -1,494 -479 -497 -373

*2 31,508 29,301 28,237 31,232 33,464

可燃物（万t） *1 4.48 5.52 11.06 5.83 3.51

不燃物（万t） *1 18.39 19.90 36.24 20.39 12.71

*4 45 63 30 32 26

道路閉塞（幅員13m未満)（％） 道路リンク10～50%以下 0.1 0.2 0.7 0.1 0.1

災害時要援護者数（当日・1日後）（人） *1 900 934 1,556 823 586

1 5 10 7 5

文化財の被害件数（件） *1 1 0 0 1 0

孤立集落（集落） 0 0 1 0 1

0 3 27 2 3

①災害対策本部等 3 1 13 5 4

②避難拠点施設 145 25 76 49 42

③医療施設 6 4 7 5 3

*1 6,340 7,029 12,855 9,299 6,606

*1 3,533 3,282 7,403 7,427 7,543

9,873 10,311 20,258 16,726 14,149

※：
*1：冬 18時,風速11m/s
*2：冬 深夜,風速11m/s
*3：昼12時
*4：朝7時～8時

*1

直接被害（億円）

県全面積に対する液状化危険度面積率（PL>15の面積率)

地震タイプ

災害廃棄物発生量

医療機能支障（医療需要過不足数）　（＜0：不足)

②地すべり

③山腹崩壊

避難所避難者数（当日・1日後）(人)

帰宅困難者数（人）

鉄道（被害箇所数）

想定
項目

世羅町
直下地震

神石高原町
直下地震

北広島町
直下地震

大崎上島町
直下地震

安芸太田町
直下地震

想定地震

マグニチュード

想定項目

ライフ
ライン
施設
被害

①急傾斜地

全壊棟数（棟）

半壊棟数（棟）

焼失棟数（棟）

人的
被害

死傷者数が最大となる発災季節･時間

電力（直後の停電軒数）

通信（直後の固定電話不通回線数）

ガス（1日後の供給停止戸数）

ため池（災害発生の危険性が高いため池の箇所数）

その他
施設等
被害

重要施設

経済
被害

間接被害（億円）

合計　（億円）

使用に支障のある施設数
(棟)

エレベータ内閉じ込め者数（人）

危険物施設の被害箇所数（箇所）

建物
被害

土砂
災害

危険度ランクが高い箇所

震度6弱以上のエリア

は，被害の最大値を示す

港湾（揺れによる被害箇所数）

交通施
設被害

災害廃
棄物

生活
支障

上水道（1日後の断水人口）（人）

下水道（1日後の機能支障人口）（人）

地震動
・

液状化

重傷者数（負傷者の内数）（人）

死者数（人）

負傷者数（人）

道路（被害箇所数）

死傷者の主な原因

仮設トイレの不足量（当日・1日後）（基）

県全面積に対する面積率

食料の不足量（当日・1日後）（食）

全壊の主な原因
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図－１ 想定地震位置図（南海トラフ巨大地震） 

     【別 紙】 
 
 図－２ 想定地震位置図（既に明らかとなっている断層等を震源とする地震） 
     【別 紙】 
 

図－３ 想定地震位置図（どこでも起こりうる直下の地震） 
     【別 紙】 
 
 図－４（１） 震度分布 

     【別 紙】 
 
 図－４（２） 震度分布 

     【別 紙】 
 
 図－４（３） 震度分布 

     【別 紙】 
 
 図－４（４） 震度分布 

     【別 紙】 
 

 図－４（５） 震度分布 

     【別 紙】 
 

 図－５ 液状化危険度分布（PL 値） 

     【別 紙】 
 
 図－６ 津波による最大水深分布図（構造物が機能しない場合） 
     【別 紙】 
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図－１ 想定地震位置図（南海トラフ巨大地震） 

内閣府（2012）：南海トラフの巨大地震モデル検討会資料 

図－２ 想定地震位置図（既に明らかとなっている断層等を震源とする地震） 

活断層研究会（1991）：新編日本の活断層，東京大学出版会 

【別紙】 
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 図－３ 想定地震位置図（どこでも起こりうる直下の地震） 
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南海トラフ巨大地震（陸側ケース） 

図－４（１） 震度分布 

安芸灘～伊予灘～豊後水道の地震 
（北から破壊） 

凡例

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４

震度３以下

行政界（市町）

行政界（都道府県）

讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部の地震（西から破壊） 石鎚山脈北縁の地震（西から破壊） 

石鎚山脈北縁西部－伊予灘の地震（東から破壊） 五日市断層の地震（北から破壊） 

己斐－広島西縁断層帯の地震（M6.5）（北から破壊） 岩国断層帯の地震（東から破壊） 
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図－４（２） 震度分布 

凡例

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４

震度３以下

行政界（市町）

行政界（都道府県）

安芸灘断層群（主部）の地震（北から破壊） 安芸灘断層群（広島湾－岩国沖断層帯）の地震 
（北から破壊） 

長者ヶ原断層－芳井断層の地震（西から破壊） （参考）己斐－広島西縁断層帯の地震（M6.9）の地震 
（南から破壊） 
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広島市直下地震             呉市直下地震 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

竹原直下地震              三原市直下地震 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

尾道市直下地震             福山市直下地震 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

府中市直下地震           三次市直下地震 
 
 

 

図－４（３） 震度分布 

凡例

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４

震度３以下

行政界（市町）

行政界（都道府県）
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庄原市直下地震              大竹市直下地震 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東広島市直下地震             廿日市市直下地震 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安芸高田市直下地震            江田島市直下地震 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

府中町直下地震             海田町直下地震 
 

 図－４（４） 震度分布 

凡例

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４

震度３以下

行政界（市町）

行政界（都道府県）
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熊野町直下地震              坂町直下地震 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安芸太田町直下地震           北広島町直下地震 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大崎上島町直下地震           世羅町直下地震 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神石高原町直下地震 
 

 

 図－４（５） 震度分布 

凡例

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４

震度３以下

行政界（市町）

行政界（都道府県）
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南海トラフ巨大地震（陸側ケース） 

図－５ 液状化危険度分布（PL 値） 

凡例

30<PL

15<PL≦30

5<PL≦15

0<PL≦5

PL=0

対象外

行政界（市町）

行政界（都道府県）
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南海トラフ巨大地震（ケース１） 安芸灘～伊予灘～豊後水道の地震 

讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部の地震 石鎚山脈北縁西部－伊予灘の地震 

安芸灘断層群（主部）の地震 安芸灘断層群（広島湾－岩国沖断層帯）の地震 

図－６ 津波による最大水深分布図（構造物が機能しない場合） 

 浸水深

5.0m以上

4.0m以上    5.0m未満

3.0m以上    4.0m未満

2.0m以上    3.0m未満

1.0m以上    2.0m未満

0.3m以上    1.0m未満

0.01m以上   0.3m未満
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 【参 考】 
■ 中国地域の活断層の長期評価結果について 

 文部科学省地震調査研究推進本部は，中国地域に分布し，マグニチュード（Ｍ）6.8 以上の地震

を引き起こす可能性のある活断層を総合的に評価し，「中国地域の活断層の長期評価（第一版）」と

して平成 28 年７月１日に公表した。 

 この地域評価では，広島県の活断層について，これまで評価対象とされていなかった「長者ヶ原

－芳井断層」，「宇津戸断層」，「安田断層」，「筒賀断層」及び「黒瀬断層」の５つの活断層が新たに

評価対象として加えられた。 

 なお，地震調査研究推進本部では，この地域評価の結果を踏まえ，平成 29 年２月 21 日に「長者

ヶ原－芳井断層」及び「筒賀断層」を主要活断層帯に選定している。 

新たに評価対象とされた活断層の長期評価結果の概要は，次のとおりである。（既に，地震被害想

定調査で想定地震とした「長者ヶ原－芳井断層」は除く。） 

 

（１）宇津戸断層 
区 分 内 容 

位   置 府中市から世羅郡世羅町，尾道市

にかけて分布 

長   さ 約 12km 

地震の規模 Ｍ6.7 程度 

最 大 震 度 震度６強（予測震度分布より） 

平均活動間隔 不明 

今後 30 年以内 
の発生確率 不明 

 
（２）安田断層 

区 分 内 容 

位   置 三次市に分布 

長   さ 約５km 

地震の規模 Ｍ6.0 程度 

最 大 震 度 震度６弱（予測震度分布より） 

平均活動間隔 不明 

今後 30 年以内 
の発生確率 不明 

 
 
 
 
 
 

予測震度分布（簡便法計算結果） 

予測震度分布（簡便法計算結果） 
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（３）筒賀断層 
区 分 内 容 

位   置 山県郡北広島町から安芸太田町，

廿日市市にかけて分布 

長   さ 約 58ｋｍ 

地震の規模 Ｍ7.8 程度 

最 大 震 度 震度６強（予測震度分布より） 

平均活動間隔 不明 

今後 30 年以内 
の発生確率 不明 

 

（４）黒瀬断層 
区 分 内 容 

位   置 東広島市に分布 

長   さ 約５km 

地震の規模 Ｍ6.0 程度 

最 大 震 度 震度７（予測震度分布より） 

平均活動間隔 不明 

今後 30 年以内 
の発生確率 不明 

 
 
（注）予測震度分布（簡便法計算結果 平成 28 年 12 月地震調査研究推進本部作成）について 

・予測震度分布（簡便法）は，強い揺れになる地域の広がりの目安を示したものであり，実際は
予測よりも大きな揺れになる場合がある。 

・地震の規模の評価結果がＭ6.8 未満の断層の場合，地震調査研究推進本部では，地震規模の下
限Ｍ6.8 を用いて評価し，予測震度分布を作成している。 

予測震度分布（簡便法計算結果） 

予測震度分布（簡便法計算結果） 
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第８節 津波浸水想定 

 
 １ 基本 
   本節は，「広島県津波浸水想定（平成２５年３月）」を基に作成したものであり，詳細な浸水

想定については，これを使用し対応策等を検討する。 
 

２ 津波浸水想定 
本県の津波浸水想定においては，国土交通省の「津波浸水想定の設定の手引き（平成２４年 

１０月）」等の手法に基づき，「最大クラスの津波」及び「津波到達時間が短い津波」を想定津

波として選定している。 
津波浸水シミュレーションは，「最大クラスの津波」として南海トラフ巨大地震を破壊開始地

点の異なる 8 ケース，「津波到達時間が短い津波」として瀬戸内海域の活断層及びプレート内地

震（以下，「瀬戸内海活断層等」という。）を 5 ケース選定している。 

（１）南海トラフ巨大地震及び瀬戸内海域活断層等の概要 

区   分 地   震 規   模 

最大クラスの津波 
（発生頻度は極めて

低いものの，発生すれ

ば甚大な被害をもた

らす津波） 

 
○南海トラフ巨大地震 
 ・内閣府の「南海トラフの巨大地震モ

デル検討会」において示された津波断

層モデルのうち，破壊開始の地点を変

更させた 8 ケース 
 

マグニチュード：Mw＝９．１ 

津波到達時間が短い

津波 

 
○瀬戸内海域活断層等 
 ・安芸灘～伊予灘～豊後水道 
 ・讃岐山脈南縁―石鎚山脈北縁東部 
 ・石鎚山脈北縁西部―伊予灘 
 ・安芸灘層群（主部） 
・安芸灘層群（広島湾―岩国沖断層帯） 
 

 
マグニチュード：Mw＝７．５ 
マグニチュード：Mw＝７．６ 
マグニチュード：Mw＝７．４ 
マグニチュード：Mw＝６．６ 
マグニチュード：Mw＝６．９ 

（２）南海トラフ巨大地震及び瀬戸内海域活断層等による津波浸水想定 

ア 津波浸水想定は，次のような悪条件下において発生した場合に想定される津波の浸水域・

浸水深を津波浸水想定図として作成している。 
・初期潮位として２００９年から２０１３年の年間最高潮位（最大と最小を除いた平均値）

を設定 

・地震による地盤の沈下を考慮 

・構造物について，護岸や防波堤は機能せず，堤防は地震前の 25％の高さまで沈下するもの

として設定し，津波が堤防を越流した場合は破壊される。 

イ 浸水域・浸水深は，広島県における地形データを用いて，10ｍメッシュ単位で表示して

おり，浸水域は選定した津波別に想定される浸水深の中で最も大きい値を示している。 
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 浸水面積（最大の場合） 

                  （単位：ha） 

市町名 

浸 水 面 積（浸水深別）  

１㎝ 
以上 

30 ㎝ 
以上 

１ｍ 
以上 

２ｍ 
以上 

５ｍ 
以上 

広島市 3,817 3,463 2,432 1,188 2 

呉市 1,218 864 272 57 1 

竹原市 426 367 205 109 ― 

三原市 719 593 286 140 ― 

尾道市 1,191 948 479 266 1 

福山市 3,355 3,037 2,326 1,438 2 

大竹市 377 304 136 13 ― 

東広島市 113 90 39 16 ― 

廿日市市 343 237 78 17 1 

江田島市 593 516 239 57 ― 

府中町 68 56 22 ― ― 

海田町 250 238 176 46 ― 

坂町 125 81 16 5 ― 

大崎上島町 252 191 66 11 ― 

県全体 12,847 10,987 6,770 3,364 8 

    ※ 河川・砂浜部分を除いた陸域部の浸水面積。 

    ※ 四捨五入の関係で合計と面積が合わないことがあります。 
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（３）南海トラフ巨大地震及び瀬戸内海域活断層等による「最高津波水位」，「最大波到達時間」及

び「津波影響開始時間」 

ア 南海トラフ巨大地震 
 

南海トラフ巨大地震による市町ごとの最高津波水位等 

市町名 

最高津波水位（※１） 
最大波到達時間 

（分） 

津波影響開始時間 

（分）（※２） 
 

うち津波の高さ 

（ｍ） 

広島市 3.6 1.5 246 37 

呉市 3.6 1.6 240 12 

竹原市 3.1 1.3 347 20 

三原市 3.2 1.4 332 20 

尾道市 3.5 1.4 312 20 

福山市 3.3 1.2 270 13 

大竹市 3.4 1.4 219 26 

東広島市 3.2 1.3 370 25 

廿日市市 3.6 1.6 218 26 

江田島市 4.0 1.9 251 31 

海田町 3.6 1.5 246 57 

坂町 3.6 1.5 243 49 

大崎上島町 3.1 1.2 372 29 

※１ 「最高津波水位」は，海岸線における最高の津波水位を標高で表示 
※２  「津波影響開始時間」は，海域を伝播してきた津波により，おおむね海岸線において，

地震発生後に初期潮位から±20ｃｍの変化が生じるまでの時間 
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イ 瀬戸内海域活断層等 
 

瀬戸内海域活断層等による市町ごとの最高津波水位等 

市町名 

最高津波水位（※１） 
最大波到達時間 

（分） 

津波影響開始時間 

（分）（※２） 
 

うち津波の高さ 

（ｍ） 

広島市 3.0 0.8 110 3 

呉市 2.9 0.7 185 8 

竹原市 2.4 0.4 140 18 

三原市 2.8 0.8 108 20 

尾道市 3.2 1.0 111 15 

福山市 3.2 1.0 119 13 

大竹市 2.7 0.7 41 1 

東広島市 2.5 0.4 67 18 

廿日市市 2.7 0.7 42 0 

江田島市 3.1 1.1 18 0 

海田町 2.9 0.7 109 0 

坂町 2.7 0.9 164 0 

大崎上島町 2.6 0.5 138 15 

※１ 「最高津波水位」は，海岸線における最高の津波水位を標高で表示 
※２ 「津波影響開始時間」は，海域を伝播してきた津波により，おおむね海岸線において，

地震発生後に初期潮位から±20ｃｍの変化が生じるまでの時間 
 

【参考】用語の解説 

  ① 浸水域 
 海岸線から陸域に津波が遡上することが想定される区域 

 ② 浸水深 
 陸上の各地点で水面が最も高い位置にきたときの地面から水面までの高さ 

  ③ 津波水位 
 津波襲来時の海岸線における，海面の高さ（標高※で表示） 

※ 標高は東京湾平均海面からの高さ（単位：T.P.＋ｍ）として表示しています。 

  ④ 津波の高さ 
    津波襲来時の海岸線における，「津波水位」と「初期潮位」との差 

⑤ 最大波到達時間 
津波の最高到達高さが生じるまでの時間 

  ⑥ 津波影響開始時間 
   海域を伝播してきた津波により，初期水位から±20cm（海辺にいる人々の人命に影響が出る

恐れのある水位変化）の変化が生じるまでの時間 
  ⑦ 水位変動 

 津波による水位変化の様子 
  ⑧ 浸水面積 

 津波によって浸水する陸域の面積  
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「津波水位」の定義（広島県） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各用語の模式図 
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第９節 地震被害軽減のための基本的な施策 

 
１ 方 針 
  地震被害想定の結果を踏まえ，次のとおり，地震・津波被害を軽減するための基本的な施策に

取り組むものとする。 
  これらの基本的な施策の推進に当たっては，施策を効果的に実施していくため，地震防災対策

特別措置法（平成７年法律第１１１号）に基づく具体的な実施目標を定め，自助・共助・公助の

考えをもとに，県民・事業者・地域・行政がそれぞれの役割と責務を果たし，事前防災の取組を

着実に推進するとともに，地震・津波が発生した場合の応急復旧に係る対策を含めた地震防災対

策を総合的かつ計画的に推進していくものとする。 
  なお，広島県地震防災戦略（平成２０年３月）は，これらの基本的な施策の策定に伴い廃止す

る。 
  
２ 目 標 

   災害死ゼロを目指すことを目標とする。 

 

３ 施策体系 

いかなる大規模な地震及びこれに伴う津波が発生した場合にも，人命を最大限守り，社会経済

を機能不全に陥らせないことが重要であり，また，それらを実現するためには，総合的な防災力

を高めることが必要であることから，「命を守る対策」，「生活と社会機能を維持する対策」，「防

災力の向上対策」を柱として，施策を推進する。 

施 策 体 系 

（１）命を守る対策 

 ア 建物倒壊対策 

 イ 土砂災害対策 

 ウ 津波浸水対策 

 エ 地震火災対策 

 オ 落下物等対策 

（２）生活と社会機能を維持する対策 

 ア ライフライン施設被害対策 

 イ 交通施設被害対策 

 ウ 避難者等への対応 

 エ 帰宅困難者等への対応 

 オ 物資等確保対策 

 カ 医療機能確保対策 

 キ 災害廃棄物等対策 

 ク その他の課題への対応 

（３）防災力の向上対策 
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４ 対策内容 

（１）命を守る対策 

ア 建物倒壊対策 

   （ア）住宅・建築物等の耐震化 

○ 大規模地震発生時において倒壊により多数の死傷者が発生するおそれがある大規模建

築物や早期の救助・復旧活動に関係する広域緊急輸送道路沿道建築物及び防災拠点建築

物に加え，耐震性不足の住宅のうち多数を占める木造戸建住宅について耐震化を促進す

る。 

○ また，県，市町及び関係団体等が連携して，県内の住宅・建築物の耐震化を引き続き

計画的に促進する。 

【具体目標】 

・多数の者が利用する建築物の耐震化率 

 91.3％（R2） → 96％（R7） 

・住宅の耐震化率 

84.5％（R2） → 92％（R7） 

   （イ）病院の耐震化 

○ 病院について，各施設設置者の更新計画（老朽化改築等）を踏まえながら，引き続き

整備補助により耐震化を促進する。 

○ 災害発生時においても，医療機関での診療機能の維持や患者の安全・安心を確保し，

高まる感染リスクにも備えるため，病院の事業継続計画（ＢＣＰ）策定を支援する。 

【具体目標】 

・病院における事業継続計画（ＢＣＰ）の策定率（策定が義務付けられている災害拠点

病院を除く） 

 10.2％（H30） → 100％（R4） 

（ウ）社会福祉施設の耐震化 

     ○ 社会福祉施設について，各施設設置者の更新計画（老朽化改築等）を踏まえながら，

引き続き整備補助により耐震化を促進する。 

   （エ）県有施設等の耐震化 

○ 県有施設について，個別施設計画で定めた具体的な取組等に基づき，今後も継続的な

利用を行う施設の耐震改修工事を計画的に実施し，耐震化を図る。 

   （オ）警察庁舎の耐震化 

○ 耐震性能を有しない警察本部庁舎について，建替・耐震化を含めて検討するほか，引

き続き警察署の建替整備事業を推進する。 

○ 耐震性能を有しない交番・駐在所について，耐用年数や老朽化等の施設状況を踏まえ

ながら，計画的な建替整備を推進する。 

【具体目標】 

・警察本部庁舎・警察署耐震化率 

88.1％（R2） → 90.5％（R7） 

・交番・駐在所耐震化率 

67.2％（R2） → 76.7％（R7） 

   （カ）建築物等の老朽化対策 

○ 県有施設について，個別施設計画で定めた具体的な取組等に基づき，今後も継続的な

利用を行う施設について中長期的な保全計画を作成し，計画的な予防保全を行って長期

的な視点に立った維持管理を進め，その上で必要に応じ適切な規模で更新を行う。 
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○ 老朽化した公共土木施設等の割合が増大していく中，「インフラ老朽化対策の中長期

的な枠組み」に基づいて個々の施設を適切に修繕するため，修繕方針の追加を行うとと

もに，施設の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減や事業費の平準化を図り，公

共土木施設の計画的な維持管理に向けた取組を実施する。 

○ 公共土木施設の長寿命化や維持管理の一層の効率化・省人化を図るため，広島県長寿

命化技術活用制度への登録技術の増加や技術の積極的な活用を推進する。 

○ ＡＩ／ＩｏＴなどのデジタル技術の活用や，国・県・市町の管理者の枠を超えた連携

などによる維持管理の効率化・省力化など，新たなインフラマネジメントに取り組む。 

【具体目標】 

・修繕方針策定済の公共土木施設分類数 

 30 施設分類（R1） → 40 施設分類（R7） 

・新技術活用によるライフサイクルコストの縮減額 

 323 百万円（R1） → 500 百万円（R7） 

   （キ）耐震診断・改修を担う人材育成及び技術力の向上 

○ 耐震診断・改修を担う事業者の技術力と信頼性の向上を図るため，優良な技術者・施

工業者を養成するための講習会の開催や，耐震改修の事例を収集・分析・応用し，また，

工事費用や耐震改修の効果など耐震改修の有益な情報の共有化の取組を引き続き推進す

る。 

   イ 土砂災害対策 

（ア）土砂災害対策施設の整備 

○ 「ひろしま砂防アクションプラン 2021」に基づき，国直轄事業等との更なる連携強化

を図りながら，平成 30 年７月豪雨災害の被災地域の再度災害防止対策を最優先に進める

とともに，防災拠点や住宅密集地，インフラ・ライフライン等の重要施設の保全など，

重点対策に沿った事前防災を切れ目なく着実に推進する。 

【具体目標】 

・土砂災害から保全される家屋数 

 約 116,000 戸（R2） → 約 129,000 戸（R7） 

（イ）山地災害対策施設の整備 

○ 人的被害の発生を防ぐため，山地災害の発生のおそれの高い箇所の把握の精度を高め，

治山施設を効果的に配置するとともに，引き続き既存施設の点検・修繕を実施する。 

○ 市町に対し警戒避難計画策定の支援や山地災害危険地区の情報をホームページで公表

するなどの県民の適切な避難実施に必要な情報の提供にも取り組んでいく。 

【具体目標】 

・山地災害防止対策等着手地区数 

 5,336 地区（R1） → 5,516 地区（R7） 

（ウ）土砂災害警戒区域等指定後の取組の推進 

○ 住民の適切な避難行動につながるよう，宅地開発等に伴う地形改変箇所の基礎調査の

実施など土砂災害警戒区域の指定後も将来にわたり指定効果が継続する取組や，小学校

ごとに土砂災害警戒区域等の標識を設置するなど，きめ細やかな災害リスク情報を提供

する取組を推進する。 

○ がけ地近接等危険住宅移転事業による土砂災害の危険性のある区域からの移転や，建

築物土砂災害対策改修促進事業により特別警戒区域内の住宅・建築物の補強について，

引き続き，県民の自助の取組を支援していく。 
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○ 長期的には市街化調整区域への編入や立地適正化計画の活用などにより，土地利用規

制や災害リスクの低い区域への居住誘導を図り，短期的には，県民の生命，身体及び財

産を保護するための防災工事や住民の避難誘導体制の整備などにより，ハード・ソフト

が一体となった総合的な防災・減災対策を図るなどの取組を市町と連携を図りながら更

に推進する。 

【具体目標】 

・水害・土砂災害リスクの認知度 

 77.0％（R2） → 100％（R7） 

（エ）宅地耐震化の推進 

○ 大規模盛土造成地や宅地の液状化被害の危険性について調査し，マップの高度化や耐

震化の推進等，宅地の安全性の「見える化」や事前対策を進める。 

（オ）農地・森林等の保全の取組 

○ 農地や農業用施設の適切な管理を通じて，持続的に防災機能が発揮されるよう，地域

と担い手の連携のもと，農業生産を通じた保全活動や農業基盤の整備，鳥獣害防止対策

等を推進する。 

○ 森林の有する公益的機能の発揮に向け，森林の間伐及び主伐後の再造林等の森林整備

を着実に推進することとし，これに必要となる林道整備を実施する。また，公益的機能

の低下が懸念される手入れ不足の人工林のうち，県民生活に影響の大きい森林を整備す

る。さらに，放置された里山林の整備については，地域住民等による主体的・継続的な

森林保全活動を支援し，県民参加の森づくりを推進する。 

【具体目標】 

・維持されている農地面積 

54,100ha（R1） → 51,100ha（R7） 

・手入れ不足の人工林間伐面積 

617ha（R1） → 1,050ha（R7） 

   ウ 津波浸水対策 

（ア）津波・浸水，高潮対策施設の整備 

○ 高潮・津波災害から一定水準の安全性が確保される防護達成人口率が約６割といまだ

低位な状況にあることから，国直轄事業との連携を図りながら，河川・海岸整備を更に

推進していく。 

○ 背後にゼロメートル市街地を抱える海岸堤防において，南海トラフ巨大地震など大規

模地震による津波への減災対策として，国直轄事業との連携を図りながら耐震対策を行

っていく。 

○ 海岸保全施設の適切な維持管理と計画的な補修・更新により，必要な機能を維持する。 

○ 津波・高潮による背後集落や農地への被害を防止するため，広島沿岸海岸保全基本計

画に基づく施設の整備を進める。 

○ 漁港施設の災害対応力の強化に向けて，策定されたストックマネジメント計画に基づ

き，計画的・効率的な維持管理を実施し，引き続き，漁港施設の老朽化対策や，耐震・

耐津波の点検結果を踏まえた必要な対策を実施していく。また，漁村地域に暮らす人の

生命・財産を守るため，漁港区域の海岸保全施設整備を実施していく。 

【具体目標】 

・防護達成人口率（沿岸域） 

63.4％（R2） → 65.7％（R7） 
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（イ）津波避難体制の整備 

○ 津波被害が生じるおそれのある地域について，市町による緊急避難場所（高台，津波

避難ビル等）の指定を促進するとともに，円滑に避難できるよう，避難対象地域，緊急

避難場所，避難路等の指定，避難指示の発令のための情報収集・伝達方法等を定めた津

波避難計画の策定を促進する。 

○ 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難体制を確保するため，南海トラ

フ地震防災対策計画作成対象施設（県津波浸水想定図における浸水深 30 ㎝以上の区域内

で，病院等，不特定多数の者が出入りする施設又は事業所等を管理・運営している者）

の監督部局及び関係団体と連携し，未策定者に対し，計画の策定を要請する。 

○ また，南海トラフ地震における時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項

が明示されていない策定者に対して，監督部局及び関係団体と連携し，計画への記載を

要請する。 

○ 地域における情報伝達のための連絡網の整備に加え，避難行動においてはお互いに避

難を呼びかけるなどの体制を整備するよう，引き続き自主防災組織等の取組を支援する。 

【具体目標】 

・市町の津波避難計画策定市町数 

２市町（R2） → 14 市町（R7） 

・南海トラフ地震防災対策計画策定率 

83.4％（H30） → 100％（R7） 

（ウ）津波避難意識の向上等 

○ 県民自らが，高潮・津波浸水想定図など地震・津波への防災・減災に必要な情報をよ

り多く取得できるよう，必要に応じて「高潮・津波災害ポータルシステム」の改良を行

っていく。 

○ 高潮時の被害の最小化を図るため，水防法改正により国から示された想定最大規模の

台風による高潮浸水想定区域図の作成を推進する。 

○ 県民が高潮における危険箇所等を知り，円滑かつ迅速な避難を行うため，防災情報を

提供する「高潮・津波災害ポータルひろしま」の普及拡大を推進する。 

○ ハザードマップを活用した避難体制の確立や，住民との合意形成を図った上で建築物

の床の高さを定める等の地区計画制度の活用による土地利用規制など，市町など関係機

関と連携し，ハード・ソフト対策が一体となった総合的な防災・減災対策を推進する。 

エ 地震火災対策 

（ア）装備資機材の強化及び関係機関の連携体制の整備 

○ 消防本部及び消防署（常備消防）については，装備資機材の強化促進，消防職員の知

識・技能の向上を図るとともに，地域の消防力を超える大規模災害に備え，県内消防機

関による応援や緊急消防援助隊による受援を一層円滑にできるよう，必要に応じて県内

広域消防応援協定の締結支援や緊急消防援助隊受援計画の見直しを行う。 

（イ）消防団の充実・強化 

○ 消防団（非常備消防）については，団員を確保するため，女性や若者の入団促進，従

業員の消防団活動に対する事業者の理解の促進，地域で消防団を支える機運の醸成等の

取組について，各市町に対してモデルとなる事例を提供する等の支援を行うとともに，

消防本部及び消防署（常備消防）や自主防災組織等と連携した活動の推進，消防学校等

における教育訓練の充実等により災害対応能力の向上を図る。 

【具体目標】 

・消防団員数の維持 

21,542 人（R1） → 22,229 人（R3） 
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（ウ）自主防災組織の充実・強化 

○ 広島県自主防災アドバイザーの育成，市町が実施する防災リーダー養成及び技能向上

の取組を支援するなど，引き続き市町と連携し自主防災組織の活性化や設立に取り組む。 

○ 県と市町が連携し，非常時に自主防災組織が組織的に避難の呼びかけを行えるよう，

自主防災組織の活動を支援する。 

【具体目標】 

・呼びかけ体制構築組織率 

0.7％（R1） → 100％（R7） 

（エ）市街地での防災機能の確保等 

○ 雨水の流出抑制や都市における自然環境の保全の観点から，生産緑地地区の指定や都

市公園の整備などにより，適切な維持，保全，活用を推進する。 

○ 地震・火災などの災害時に，広域的な防災避難拠点となる都市基幹公園や一時避難地

となる住区基幹公園，避難路などの適正な配置及び整備を推進する。 

○ 大規模災害発生時に市街地で必要となる避難地の確保を図るため，都市公園等の整備

を行う市町について，引き続き指導・助言を行う。 

   オ 落下物等対策 

（ア）既存建築物等の総合的な安全対策 

○ 市町と連携して通学路沿いなどをパトロールし，倒壊などの危険があると思われるブ

ロック塀の所有者に指導を行うなどによりブロック塀の安全対策を引き続き推進する。 

○ 管理が不十分な老朽空き家について，災害時の倒壊等による危害を防ぐため，市町と

連携して，所有者に対する除却や適正管理の啓発など，空き家対策を引き続き推進する。 

○ 既存建築物の総合的な安全対策として，ブロック塀等の安全対策，屋外広告物等の落

下防止対策，大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策，エレベーターの閉じ込め防止

対策及び家具の転倒防止等の取組を市町と連携を図りながら引き続き推進する。 

【具体目標】 

・危険ブロック塀対策補助制度創設市町 

12 市町創設（R2） →  

危険ブロック塀対策を要する全市町で創設（R7） 

（イ）家具固定の促進 

○ いつ起こるか分からない地震に対する備えの必要性について，報道機関等との連携に

よる普及啓発をはじめ，企業・関係団体との一層の連携を図り，家具固定を促進してい

く。 

【具体目標】 

・家具等の転倒防止を行っている人の割合 

49.0％（R1） → 70.0％（R7） 

（２）生活と社会機能を維持する対策 

   ア ライフライン施設被害対策 

（ア）水道管の耐震化等供給体制の強化 

○ 県内の水道事業者等に対し，耐震化計画を策定し，耐震化を推進することなどについ

て，引き続き指導・助言を行う。また，広島県水道広域連携が予定されているが，地域

に応じた危機管理体制が維持され，全体として強化されるように助言を行う。 

（イ）県営水道の供給体制の強化等 

○ 災害・事故等に強い供給体制の構築を目指し，トンネル事故などの送水不能事故に対

応するため，未整備バックアップ施設（緊急時連絡管等）の令和４年度完成に向けて，

着実な取組を進めていく。 
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○ 水道管の老朽化による漏水事故を防止し，安定した水の供給を図るため計画的に水道

管の更新・耐震化を推進するとともに，令和２年６月に策定した「広島県水道広域連携

推進方針」を踏まえて事業計画を策定し，着実な取組を進めていく。 

○ 水の安定供給を図るため，計画的に水管橋等の水道施設の耐震化を推進するとともに，

令和２年６月に策定した「広島県水道広域連携推進方針」を踏まえて事業計画を策定し，

着実な取組を進めていく。 

【具体目標】 

・水道管の送水不能事故に対応するためのバックアップ施設（緊急連絡管等）整備の進

捗状況（整備件数） 

５件（R1） → ６件（R4） 

・老朽度が高い（経過年数，土壌の腐食性及び漏水事故歴等から評価）管路の更新延長 

27.6km（R1） → 92.9km（R11） 

（ウ）下水道施設の防災・減災対策 

○ 県内市町における下水道による浸水対策や下水道施設の耐震化・耐水化や老朽化対策

の推進並びに実効性のあるＢＣＰへの見直しを促進するなど，ハード・ソフト一体とな

った支援・助言を行う。 

○ 流域下水道各施設について，災害時にも下水処理を継続するため，設置・改修に併せ

た耐震化を図るとともに，特に優先度の高い施設から，耐震化や耐水化などの防災対策

を進める。 

○ 災害の想定を常に見直しながら，豪雨災害対応を踏まえたＢＣＰの見直しを行うなど，

早期復旧へのソフト対策の強化を図る。 

（エ）電力設備の耐震化 

〇 電気事業者において，発電設備，変電設備，配電設備の耐震化を図る。 

（オ）通信施設の整備 

ａ ケーブルの２ルート化・分散収容の推進 

〇 被災時の救出・救助及び防災関係機関の重要な通信を確保するため，関係通信施設

の加入者ケーブルの２ルート化・異ケーブルへの分散収容を推進する。 

ｂ ケーブルの地下化・洞道への収容替え 

〇 地震・火災等から架空ケーブルの被害を防護するため，架空ケーブルの地下化，耐

震耐火構造の洞道網の建設を推進し，既設ケーブルを含め，洞道への収容替えを行う。 

ｃ 中継ケーブルの信頼性向上 

〇 交換機等を収容するビル相互間を結ぶ中継ケーブルについて，洞道等地下化・２ル

ート化・ループ化を推進するとともに，無線方式の併用により，さらに信頼性の向上

を図る。 

（カ）ガス導管の耐震化 

〇 災害時の被害を最小限に抑えるため，低圧本支管に占めるポリエチレン管等高い耐震

性を有する導管の割合を高める。 

イ 交通施設被害対策 

（ア）災害に強い道路ネットワークの構築 

○ 災害に強い道路ネットワークの構築のため，直轄国道をはじめとした緊急輸送道路ネ

ットワークや重要物流道路（代替・補完路含む）における法面対策，橋梁耐震補強など

の機能強化や災害対応能力向上に資する多重型道路ネットワークの形成などを更に推進

するとともに，大規模災害発生時には，引き続き各道路管理者と連携しながら速やかに

緊急輸送道路ネットワーク等を確保する。 
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○ 緊急輸送道路の確保など，災害の防止に資する道路において，地域の実情に応じた多

様な手法も活用しながら無電柱化を推進する。 

【具体目標】 

・緊急輸送道路の防災対策実施済延長 

454.5km（28.0％）（R2） → 799.2km（49.0％）（R7） 

（イ）交通安全施設等の整備 

○ 停電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞，交通事故を回避するため，信号

機電源付加装置の整備，更新を引き続き推進する。 

○ 大規模災害が発生した場合においても，安全な道路交通を確保するため，交通管制セ

ンター，交通・路面監視カメラ，各種車両感知器，交通・道路情報板等の交通安全施設

の整備及び各道路管理者の通行止め等の交通規制を迅速かつ効果的に把握するためのシ

ステムの導入，交通規制資機材の整備を推進するとともに，災害発生時の停電に起因す

る信号機及び道路情報板の機能停止による混乱を防止するため，予備電源の整備を推進

する。 

【具体目標】 

・信号機の電源付加装置整備状況 

90 基（R2） → 104 基（R7） 

（ウ）新幹線高架橋柱の耐震補強 

○ 鉄道事業者において，新幹線高架橋柱及び橋脚等の耐震補強を進める。 

   （エ）港湾を利用した緊急輸送網の確保 

○ 港湾を利用した緊急輸送網の確保のため，引き続き，国直轄事業との連携を図りなが

ら耐震強化岸壁の計画的な整備を推進していく。 

【具体目標】 

・港湾における緊急物資供給可能人口カバー率 

33％（R2） → 53％（R7） 

（オ）緊急輸送体制の整備 

○ バス事業者や船舶事業者など民間事業者との連携による災害時の人員の輸送体制の充

実を図る。 

○ 広域かつ影響が長期にわたる災害においては，複数の交通モードの連携及び道路管理

者等との連携により，県民の通勤・通学等の移動手段の確保を図る。 

ウ 避難者等への対応 

   （ア）要配慮者に対する支援 

○ 要配慮者に対する避難支援体制の整備等のため，避難行動要支援者名簿及び個別計画

を未策定の市町が，早期に策定できるよう，先進市町の取組事例を紹介するなどにより，

引き続き市町の取組を促進する。 

○ 社会福祉施設等の要配慮者の避難先の確保等のため，引き続き関係団体の連携を促進

する。 

○ 高齢者や障害者等の避難生活に配慮した福祉避難所が全市町で指定され，また，指定

施設が増やされるよう，実施市町の取組事例等を紹介する。 

○ 避難所における高齢者や障害者等の災害時要配慮者の福祉ニーズを把握し，更なる支

援体制を構築するため，官民協働による災害福祉支援ネットワークの構築に努める。 

○ 災害時において要配慮者や観光客など特に配慮が必要な者が円滑に避難できるよう，

引き続き市町における案内板設置や外国語の付記等環境づくりの取組を促進する。 

○ 水防法等に基づく避難確保計画が未作成の施設において，計画が作成されるよう，市

町と連携し継続的な働きかけを実施する。 
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【具体目標】 

・全ての避難行動要支援者に係る個別計画の策定 

２市町（R1） → 23 市町（R7） 

（イ）心のケアなどの支援体制の整備・強化 

○ 災害時に，被災者に対して，健康管理，栄養管理，リハビリ，心のケア等の迅速かつ

適切な公衆衛生支援を行うため，必要な職種による「広島県災害時公衆衛生チーム」を

迅速に派遣できるよう，協定を締結した関係職能団体との連携を図るとともに，研修会

等を実施するなど引き続き体制の強化を図る。 

○ ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）先遣隊及び担当者を厚生労働省が実施するＤＰ

ＡＴ研修に派遣するとともに，関係者の連携を強化し，災害時に迅速な被災地域の精神

保健医療ニーズの把握，専門性の高い精神科医療の提供等を行うことができる体制を引

き続き整備する。 

○ 各避難所の環境・運営改善を進めるため，市町と連携して，設備環境，レイアウト，

必要な資材等の生活環境に関する情報をまとめた避難所運営マニュアルの作成や設備環

境の整備を行う。 

○ 避難所の設備環境等の詳細を把握し，平時から情報を発信するとともに，避難所開設

時には，混雑状況などをリアルタイムに発信する仕組みを構築する。 

○ 市町間を越えた広域避難などの際に，被災者ニーズに応じた支援や市町の相互連携を

円滑に進めるための仕組みを整備する。 

○ 被災者への生活支援に関する情報提供等が効果的に行われるよう，関係機関の相談窓

口の共同設置等の取組を支援する。 

○ 災害時に，被災者への見守り活動や相談支援，サロン活動等によるコミュニティづく

りなど，被災者の早期の生活再建に向けた支援を進めるため，引き続き支援体制の構築

を推進する。 

【具体目標】 

・避難所運営マニュアルを作成している避難所の割合 

27.6％（R2） → 100％（R7） 

（ウ）被災者の住宅確保 

○ 建設型仮設住宅に係る整備管理マニュアルを作成し，仮設住宅建設候補地台帳を適宜

更新していくとともに，協定締結団体と定期的に会議等を開催し，平時から連携の強化

を図る。 

○ 借上型仮設住宅の募集・契約に係るマニュアルを作成し，適宜更新していくとともに，

協定締結団体と定期的に会議等を開催し，平時から連携の強化を図る。 

○ 県営住宅への一時入居体制を維持する。 

（エ）建築物への迅速な震災対応を可能とする体制整備 

○ 関係機関と連携しながら，迅速な震災対応を可能とする体制整備を図るため，震災時

の連絡体制の整備，被災建築物応急危険度判定士の技術等の向上のための講習会等の開

催，被災建築物応急危険度判定士の確保に向けた取組を引き続き推進する。 

○ 余震による倒壊など人命にかかる二次被害を防止する観点から，被災建築物・宅地の

応急危険度判定を行う被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の養成，

登録，判定資機材の備蓄，情報連絡網の整備・更新，後方支援体制の整備等，実施体制

の充実並びに判定士の技術力の保持・向上に引き続き努める。 

（オ）避難所の防災機能強化 

○ 大規模災害発生時に，避難所等の防災拠点において，必要なエネルギーを確保するた

め，これらの施設への再生可能エネルギー等の導入を推進する。 
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   （カ）避難先の確保 

     ○ 各市町に対して，公共施設に加え，商業施設などの民間施設の活用や，地元住民が自

主的な開設・運営を行う「自主避難所」や車での避難を想定した避難先の確保，学校を

避難所とする場合には体育館だけでなく教室も開放するなど，引き続き，多くの避難先

の確保や既存施設の有効活用を働きかけていく。 

   （キ）分散避難の啓発 

     ○ 県民に対して，避難場所にこだわらず，安全な場所にある親戚や知人宅など，複数の

避難先の確保や避難先での感染症防止対策について，様々な広報媒体を通じて，引き続

き周知・啓発を行う。 

（ク）特定動物や被災動物への対応 

○ 放浪・逸走動物，負傷動物の保護・収容や避難所における動物の適正飼育の指導等を

実施できるように，引き続き災害時の被災動物等への対応体制を整備する。 

○ ペットの同伴避難等について，引き続き，市町，獣医師会及び動物愛護団体等と検討

を進めていく。 

エ 帰宅困難者等への対応 

   （ア）帰宅困難者対策の周知 

○ 徒歩で帰宅しようとする帰宅困難者対策として，県民や企業等に対し，「むやみに移動

しない」という基本原則や，従業員等が一定期間事業所内にとどまることができる備蓄

の必要性等の周知を図るとともに，帰宅困難者が大量に発生した場合は，一時滞在の早

期解消を図るため，関係機関の協力を得て，臨時的な輸送手段の確保を検討する。 

（イ）事業所等との協定 

○ 協定を締結した民間事業者の店舗で，徒歩で帰宅しようとする帰宅困難者に対して水

道水，トイレ，道路情報等の提供を行う「災害時帰宅支援ステーション」について，地

震被害想定を踏まえた協力店舗の拡大を検討し，必要に応じて民間事業者と協定を締結

する。 

オ 物資等確保対策 

（ア）非常用物資の備蓄の推進 

○ 応急用の県備蓄物資や民間備蓄との連携等による県全体の備蓄物資に関し，大規模広

域災害に備えた物資の備蓄及び調達並びにその搬送方法について引き続き見直しを行う。 

（イ）物資調達・供給の連携体制の整備 

○ 災害時には，交通機関の途絶等により生活関連商品等の確保が困難になることが予想

されるため，県と関係団体等が締結している物資の調達等に関する協定や，他の地方公

共団体等と締結している災害時応援協定に基づき，生活関連商品等を安定確保する。 

○ 災害発生に備え，災害時応援協定を締結する民間団体等と災害時の連絡先の確認を定

期的に行うとともに，協定締結先の企業等に対し災害時の物資供給体制の確保等につい

て引き続き働きかけを行う。 

○ 災害時における緊急車両や防災拠点となる施設の燃料の優先的な供給について，協定

を締結している民間団体等と防災拠点となる施設の住所や設備状況などの情報共有を進

め，具体的な要請，配送・給油手順等の方策を定めておく。 

 

   （ウ）民間団体等と連携した緊急輸送体制の整備 

     ○ 発災後の生活必需品等を確保するため，民間団体や関係機関等と連携した緊急輸送に

関する訓練を継続的に実施し，訓練結果を踏まえて緊急輸送体制を充実させていく。 
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カ 医療機能確保対策 

（ア）医療救護体制の強化 

○ 大規模災害発生時に，災害拠点病院，ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）及び消防機関

等の関係機関が連携した医療救護活動が実施できるよう，災害拠点病院と関係機関の訓

練の実施を引き続き促進する。 

○ ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム），Ｊ－ＳＰＥＥＤ（災害診療記録）等の情

報管理システムを活用した被災状況等の収集・分析体制の整備に取り組むとともに，医

療資源の配分や患者搬送などの医療調整業務を適切に行うことができる人材の確保・育

成を進める。 

○ 災害時のＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の重要性が高まっていることから，ＤＭＡ

Ｔ隊員について，技能を維持する研修や訓練への積極的な参加を求めるとともに，新た

なＤＭＡＴチームの養成を推進する。 

○ 災害医療への対応や避難所等での良好な衛生環境を維持するため，備蓄や流通事業者

等との連携により，医療資材の確保を推進する。 

○ 災害時医薬品等供給マニュアルに基づき，災害時の医薬品等供給体制を整備するとと

もに，災害時医薬品等供給訓練を実施する。 

○ 定期的に災害時用医薬品等の品目見直し・備蓄更新を行う。 

【具体目標】 

・災害拠点病院の災害訓練の参加（実施） 

74％（R1） → 100％（R5） 

・ＤＭＡＴ数 

31 チーム（R1） → 36 チーム（R5） 

（イ）病院の防災機能強化 

○ 災害拠点病院が災害時に継続して医療を提供するために，必要な燃料，水を備蓄する

設備の整備促進，及び，速やかに補給できる体制確保のための取組を推進する。 

（ウ）医療・介護人材の育成 

○ 災害時において，医療・介護人材の絶対的な不足により被害を拡大させないよう，市

町や関係機関と連携し，計画的な医療・介護人材の養成・確保のための取組を引き続き

推進する。 

【具体目標】 

・県内医療に携わる医師数 

7,286 人（H30） → 7,332 人（R6） 

・医療施設従事看護職員数 

44,184 人（H30） → 47,007 人（R7） 

・介護職員数 

50,280 人（H30） → 55,902 人（R5） 

（エ）福祉支援ネットワークの構築 

○ 災害時に，関係職能団体の協力を得て，公衆衛生上の観点から必要な支援を行う「広

島県災害時公衆衛生チーム」内で医療職と福祉関係職種の連携を強化し，要配慮者への

迅速かつ的確な支援を行うための体制を引き続き整備する。 

   （オ）感染症対策の司令塔機能の整備 

     ○ 疫学・感染症に携わるスタッフ等を対象にした研修について，参加者からの要望事項

等を踏まえ，より効果的で関心度の高い専門研修を継続実施し，人材を養成していく。 

     ○ 新興感染症の拡大に対応するため，感染症指定医療機関・協力医療機関を核とした医

療提供体制の充実・強化に向けた研修会を開催し，患者受入れ順のルール設定，専門性

の高い医療従事者の集約による効率的な治療の実施，圏域における軽症者への外来診療
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や感染症以外の疾患の患者への医療を担う医療機関の確保など，役割分担・連携による

万全の患者受入れ体制構築を図る。 

     ○ 感染症は社会全体のリスクであるとの認識のもと，全国に先駆けて設置した広島県感

染症・疾病管理センターを中心に，感染症のリスクや感染防止のための行動などを県民

等で共有して理解を深め，感染症対策に総合的に対応する。 

（カ）予防接種の促進 

○ 災害時における感染症の発生・まん延を防ぐため，平時から定期の予防接種の実施主

体である市町に対し，一層の積極的な働きかけを実施する。 

（キ）検査体制の強化 

○ 感染症発生時において，医療機関や民間機関等と連携して迅速な感染状況の把握や積

極的疫学調査を行う。 

【具体目標】 

・麻しん・風しんワクチンの接種率 

１期 95.5％，２期 94.2％（R1） → １期 98.5％以上，２期 94.6％以上（R7） 

（ク）遺体への適切な対応 

○ 広域に多数の死者が生じた場合の円滑な遺体対応として，遺体安置場所のみに使用す

ることを目的とした施設の確保について，引き続き市町等との連携を推進する。 

○ 遺体安置場所における新型コロナウイルスなどの感染防止措置のため，必要な資機材

などを確保するとともに，市町等との連携を推進する。 

○ 迅速な身元確認業務を推進するため，必要な要員の確保，鑑定機器の増強等を引き続

き行う。 

○ 現在，科学捜査研究所（ＤＮＡ型鑑定による身元確認を行う施設）は１カ所であるこ

とから，災害に強い庁舎への改修（移転も含む）や鑑定施設の分散化等を引き続き検討

する。 

○ 広域火葬を円滑に実施するため，「広島県広域火葬計画」に基づき，火葬場に関する情

報を迅速に収集するなど引き続き各市町における広域火葬体制整備を促進する。 

キ 災害廃棄物等対策 

（ア）災害廃棄物処理計画に基づく対応 

○ 「広島県災害廃棄物処理計画」（平成 30 年３月策定）及び「災害廃棄物処理に係る市

町等初動マニュアル」（令和元年５月）を基に，市町や関係団体等を対象とした研修・図

上訓練を継続的に実施するとともに，これら計画やマニュアルを必要に応じて見直しを

行い，迅速かつ適正な災害廃棄物の処理等が行われるよう取り組んでいく。 

（イ）浄化槽対策 

○ 災害からの復旧時における災害廃棄物処理や施設の復旧に向けた助言等を引き続き行

う。 

○ 市町や指定検査機関等と連携した浄化槽台帳の精度向上や市町が行う浄化槽台帳の整

理等に対する技術的な支援・助言を着実に行う。 

 

 

ク その他の課題への対応 

（ア）石油コンビナート等特別防災区域の災害対処能力の向上 

  〇 石油コンビナート等総合防災訓練を継続して実施するとともに，行政，関係機関や区

域内に所在する事業者等で構成する広島県石油コンビナート等防災本部等を設置運営

することにより，災害対策能力の向上を図り，発災時の周辺住民の被害を防止する。 

-69-



震災対策編・津波災害対策計画 第１章 第９節 

【具体目標】 

・石油コンビナート等総合防災訓練の実施 

隔年１回の訓練を実施 

（イ）有害物質流出対策 

○ 全ての有害物質使用特定施設等に水質汚濁防止法に基づく構造基準が適用されたため，

引き続き，点検業務の頻度を高めるなど有害物質の流出防止対策を推進する。 

○ 汚染事故の発生に際しては，広島県危機対策運営要領（水質汚染事故・大気汚染事故）

により，速やかに消防・市・県等の関係機関で情報を共有し，的確な対応を実施する。 

○ ＰＲＴＲ法（化学物質排出把握管理促進法）により，各事業所からの化学物質の排出

量等を把握・公表する。 

○ 災害時に有害な化学物質等が流出した場合は，関係県，県関係機関及び関係市町と連

携して，速やかに大気，土壌，公共用水域等のサンプリング・検査を行い，環境影響の

有無についての把握を行う。また，測定結果をとりまとめ，速やかに公表を行う。 

○ 毒物劇物製造施設等への監視指導により，引き続き，施設の耐震性の向上，危害防止

規定の策定等防災体制の整備を図る。 

【具体目標】 

・水質汚染事故発生件数 

147 件（R1） → 現状値より減少（R7） 

（ウ）文化財の保護 

○ 災害が発生した場合でも文化財が保護されるよう，各市町に対し，文化財の把握，災害

時の避難や救出体制の想定，計画立案を指導する。 

○ 所有者等に対して耐震診断等の措置の対策の必要性を啓発するとともに，補助金を活用

した耐震診断・耐震補強等の実施を積極的に促進する。 

（エ）孤立化防止のためのインフラ整備 

○ 発災時にも，地域の孤立化を防ぎ日常生活や社会経済活動への影響を最小限に抑えるた

め，多重型道路ネットワークの強化に努める。 

○ 離島（島しょ部）が孤立することを防ぐため，引き続き，港湾施設のインフラ整備を進

めていく。 

○ 陸上・海上輸送が機能しない場合には，防災関係機関が所有するヘリコプターを有効に

活用するために，関係機関が連携してヘリコプターによる応急対策活動が実施できるよう，

引き続き体制整備に努める。 

（オ）農業用ため池，水利施設等の老朽化対策 

○ 地域住民の避難行動等による被害の軽減につなげるため，市町によるハザードマップの

作成と公表を支援する。 

○ ため池が利用されず放置されている箇所も増加していることから，届出を通じて，利用

の実態や管理者を把握するとともに，決壊した場合の被害の大きさや施設の健全度を踏ま

え，優先度の高い箇所に対する補修・改修，並びに廃止工事を実施する。 

○ 定期的な点検や管理体制の強化に向けた支援により，危険な状態を早期に把握する体制

を整備する。 

○ 水利施設の適切な維持管理と計画的な補修・更新により，必要な機能を維持する。 

【具体目標】 

・防災重点ため池の防災工事の完了箇所数 

459 箇所（R1） → 883 箇所（R7） 
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（カ）地すべり防止施設，集落排水施設，農道の老朽化対策 

    ○ 地すべり防止施設，集落排水施設の適切な維持管理と点検診断・耐震診断などを実施し，

優先度の高いものから保全・耐震対策に取り組み，機能を維持する。 

○ 基幹的な農道の整備とともに，適切な維持管理と点検診断・耐震診断などを通じた農道

施設の保全に取り組み，機能を維持する。 

【具体目標】 

・汚水処理人口普及率 

88.4％（H30） → 92.8％（R8） 

（キ）事業継続の取組の推進 

    ○ 地震等による業務中断の影響の事例なども踏まえながら，中小企業等を中心にＢＣＰ策

定を普及啓発していく。 

（ク）業務継続性の確保 

○ 南海トラフ地震を想定した県の「業務継続計画（ＢＣＰ）」及び「計画に基づくマニュア

ル」について，定期的な見直しを行うとともに，訓練等を通じて検証していく。 

○ 平成 27 年５月に国が示した「市町村のための業務継続計画作成ガイド」等を活用して，

市町における「業務継続計画（ＢＣＰ）」の策定を促進する。 

○ 災害対策本部が設置される市町庁舎における非常用電源について，72 時間稼働の確保と

浸水・地震対策の整備を促進する。 

【具体目標】 

・72 時間稼働の非常用電源を確保している市町数 

８市町（R1） → 23 市町（R7） 

（ケ）執務環境，実施体制の維持確保 

○ 県の各庁舎の電力供給設備の機能を維持する取組や，事業者団体等と締結している非常

用発電燃料の確保に関する協定の実効性を高めるための取組を引き続き推進する。 

○ 県庁の各庁舎のネットワーク機器等の浸水や回線・機器等が損傷した場合でも情報シス

テムの使用に支障が生じないよう，引き続き，本庁舎・地方機関の耐震化工事に併せ，ネ

ットワーク機器の移設・更新等を検討する。 

（コ）道の駅の活用促進 

○ 災害発生時に，市町の避難場所等として指定されている「道の駅」について，道路管理

者と市町が役割分担し，引き続き防災拠点としての活用を推進する。また，広域的な防災

拠点としての活用を検討し，対象となる「道の駅」について，道路管理者と市町が役割分

担し，施設，体制を整える。 

（サ）治安の維持 

○ 災害発生時において，風評被害を防ぐため，正確な被害情報等を収集するとともに，正

しい情報を迅速かつ的確に提供する体制を整備する。 

○ 被災者の生活の安心・安全を確保するため，警察官やパトロールカーを集中的に派遣し

て警戒・警ら活動を行う。また，被災者が相談しやすい環境を整備するため女性警察官を

積極的に派遣して，避難所等における相談の受理や防犯指導等を引き続き行う。 

○ 被災状況に応じた適正手続に向け，特例措置等の適切な広報及び迅速な対応を図り，引

き続き被災者の負担軽減を図る。 

（シ）事業用地の確保 

○ 事業箇所が決まり次第，速やかに現地調査，法務局調査，権利者調査を行い，迅速な用

地取得が可能となるよう事務を進める。 
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○ 所有者不明土地等においては，財産管理制度等に加え，所有者不明土地法の活用を検討

するとともに現在，国において手続が進められている民法及び不動産登記法等の改正につ

いて，その動向を注視し，利用可能な制度の活用を図る。 

（ス）水産業の生産基盤等の災害対応力強化 

    ○ 漁場施設の災害対応強化を行えるよう水産環境整備マスタープランの方針内に位置付け，

新たな整備や現有施設機能強化を推進する。 

    ○ 漁業関係共同利用施設については，災害対応力の強化を浜の活力再生プランの取組方針

に位置付け，施設の改築を含めて機能強化を図る。 

    ○ 大規模災害発生時には，迅速に漁場機能の回復を図るため，干潟の耕耘や海底堆積物の

除去等を実施する。 

○ 安全・安心で効率的な市場流通システムを確立するため，卸売市場において，品質・衛

生管理の高度化や物流効率化等に向けた施設整備を推進する。 

  （セ）警察の災害対応機能の強化 

 ○ 大規模災害により警察本部の総合通信指令室の機能が喪失した場合や 110 番通報その他

緊急通報及び無線通信が急増した場合に備え，総合通信指令室の業務を支援する指令室支

援要員及び警察署通信室において通信指令業務を支援する通信室支援要員をあらかじめ指

定しておくとともに，通信指令に関する内部検定を各警察官に積極的に受験させる等，通

信指令に携わる警察官の技能向上を図る。 

○ 年１回以上の逃走防止訓練及び避難訓練を継続して行う。また，交通網が遮断された場

合などを想定し，非常計画（避難場所等の選定）の見直しを継続して行う。 

【具体目標】 

・逃走防止訓練及び避難訓練の実施 

 年１回以上の訓練を実施 

（３）防災力の向上対策 

   ア 自助・共助の取組強化 

○ 災害に備えて日頃から行うべきことや，災害が発生する危険が迫った際，いつのタイミ

ングで何をすべきか，そして，いつ避難するのかなどを記載する「ひろしまマイ・タイム

ライン」（自らの防災行動計画）の普及促進をはじめ，家庭における災害に備えた備蓄の促

進等，「自助」「共助」の取組を一層推進する施策に取り組んでいく。 

○ 企業訪問や企業向け研修会などを通じた，ポータルサイト「はじめの一歩」を活用した

防災学習の促進，県の一斉防災教室・訓練への参加促進や先進事例の紹介を引き続き行う。 

○ 地域で行われる防災教室等への県民の一層の参加を促進するとともに，子育てサークル

や高齢者サロン等における防災教室の担い手育成などの取組を通じて県内の地域コミュニ

ティにおける，防災教室等への参加の呼びかけを引き続き促す。 

○ 小中学校や自主防災組織等を対象に，防災知識の向上や災害の教訓を次世代へ伝承する

ため，VR 等の模擬体験によるリアリティを高めたツールや，過去に発生した災害写真など

のアーカイブの活用を図るなど，効果的な防災教育を実施する。 

【具体目標】 

・避難の準備行動ができている人の割合 

13.6％（R1） → 50.0％（R7） 

・マイ・タイムラインを作成している人の割合 

― → 60.0％（R7） 

・災害の種類に応じた避難場所・避難経路を確認している人の割合 

68.5％（R1） → 100％（R7） 

・災害リスク情報を自ら入手するためのツールを確保している人の割合 

31.1％（R1） → 80.0％（R7） 
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・防災教室・訓練への参加者割合 

41.5％（R1） → 60.0％（R7） 

・非常持出品を用意し，かつ，３日分以上の食糧や飲料水を備蓄している人の割合 

52.3％（R1） → 70.0％（R7） 

   イ 災害情報伝達手段の多様化 

○ 県民に対し，防災情報メールの効能のほか，その登録方法などについても，継続的に分

かりやすく説明するとともに，イベント等での直接的な登録支援などにもこれまで以上に

取り組む。なお，受け手側に，より能動的に情報収集して頂くことも重要であると考えら

れるため，県・市町の防災情報メールへの登録に加え，防災情報アプリの登録等も促進し

ていく。 

ウ 情報の迅速・的確な把握・伝達体制の整備 

○ 迅速かつ的確な防災情報の収集・伝達手段を確保するため，引き続き，防災情報システ

ムを適切に運営管理する。 

○ 地震発生時の円滑・迅速な初動対応に資するため，震度情報ネットワークシステム等に

係る運用及び維持管理を継続する。 

○ 大規模災害により，ＮＴＴ等の公衆回線が途絶した場合においても，県庁と地方機関，

市町役場等との情報の伝達手段を確保するため，引き続き，防災行政無線（広島県総合行

政通信網）を適切に運営管理するとともに，老朽化した通信設備の再編整備を検討する。 

○ 110 番通報等と連動したＧＩＳを基盤とする情報共有システム（災害警備システム）を

活用した情報共有により，迅速な情報の集約・共有を図っていく。 

○ 大規模災害発生時において，道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に収集・分

析・提供し，復旧や緊急交通路・緊急輸送道路等の確保及び道路利用者等への道路交通情

報の提供等に資するため，交通監視カメラ，車両感知器，道路情報提供装置，道路管理情

報システム等の整備を推進するとともに，インターネット等を活用し各道路管理者の道

路・交通に関する災害情報等を一元的に提供できるシステムの構築を推進する。 

○ ＡＩ／ＩｏＴなどのデジタル技術を最大限に活用して，公共土木施設に関するあらゆる

情報を一元化し，各種データの融合や市町・民間企業との連携により，個人ごとに異なる

災害リスク情報をリアルタイム・ピンポイントで県民に発信できる仕組みを構築する。 

エ 災害対処能力の向上 

○ あらゆる災害時において，関係者が常に情報を共有し，迅速かつ適切な意思決定を行い，

避難情報の発令や消火，救急・救助活動，救援物資の搬送等が実施できるよう，市町や関

係機関等と連携し，危機に関する情報を即時に共有するＩＣＴ技術を活用した仕組みを構

築する。 

○ また，関係者が一堂に会して意思決定を行うために，災害対応スペースの効率的確保に

取り組む。 

○ 県・市町の災害時の対処能力の向上を図るため，引き続き，民間団体や関係機関等と連

携した訓練も含め，初動対応や防災・危機管理に関する訓練を継続的に実施し，訓練結果

を踏まえて各種マニュアル類の不断の見直しを実行する。 

○ 市町の災害時の対処能力の向上を図るため，チェックリストを用いて，市町の初動応急

対応に必要な災害対策運営要領等のマニュアル類の整備・改定を指導・助言し，実効性確

保のための訓練を支援する。 

○ あらゆる事態を想定した訓練や資機材を有効に活用した訓練等を継続的に実施し，警察

航空レスキュー隊の救助活動が効果的に展開できるように，各隊員の救助技能や救助練度

の更なる向上に努める。 
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○ 装備資機材習熟訓練を始めとする各種訓練を計画的に実施して，事案対処能力の向上を

図る。 

○ 災害警備活動のための装備資機材を整備するとともに，重機を操縦する有資格者の養成

など各種資格の取得を推進する。 

【具体目標】 

・県内 23 市町の災害対策運営要領等の点検・修正 

毎年度点検を実施 

オ 広域応援体制の構築 

○ 大規模災害発生時の人的・物的支援について，中国５県，中国四国９県，全国都道府県

などによる広域支援に関する協定を締結しており，引き続き，国も含めた協力体制を維持

するとともに，支援・受援の内容について訓練の実施を通して実効性を強化していく。 

○ 市町間を越えた広域避難などの際に，被災者ニーズに応じた支援や市町の相互連携を円

滑に進めるため，他市町等との連絡調整や被災者の状況把握などの仕組みを整備する。 

○ 更に，市町を支援するため，県は，市町からの要請に応じて，医療職，技術職等の職員

の人的応援を行う。 

○ 災害の状況に応じて，市町からの要請がなくとも，県との間で情報連絡を行う職員を市

町に派遣し，被災市町の支援ニーズを的確にとらえて対応する。また，派遣にあたっては，

二次災害の回避や長期間の対応となった場合の体制の確保について留意する。 

カ ボランティア体制の構築等 

○ 社会福祉協議会等と連携して，研修を強化するなど，災害ボランティアに係るノウハウ

等を更に充実させる取組を推進する。 

○ 迅速かつ円滑なボランティアの受付，調整等その受入れに携わる要員を育成する。 

○ また，地域組織と市町社会福祉協議会との連携を進めるとともに，広域災害時に重要と

なる市町社会福祉協議会と県社会福祉協議会との緊密な連携を図る。 

○ 感染症流行時に，被害規模や被災者ニーズに応じたボランティア活動が展開されるよう，

感染症対策の徹底に留意した適切な対応に向けて，市町と市町社会福祉協議会等との連携

を促進させる。 

キ 災害に強い都市構造の形成 

○ 県土の安全性に対する要請が高まっていることを踏まえながら，広島県土地利用基本計

画（平成 30 年３月改定）に基づき，県土の有効利用や県土利用の質的向上，持続可能な県

土管理の実施などに関する施策を引き続き関係局で実施する。 

○ 産業や交通など社会的な諸機能の分散配置やバックアップシステムの整備，地域防災拠

点の整備，オープンスペースの確保，ライフラインの多重化・多元化や，土砂災害警戒区

域等の指定を進めることなどにより，災害に対する県土の安全性を高めるとともに，災害

に強い都市構造の形成を図る取組を引き続き関係局で実施する。 

○ 平成 27 年３月に策定した「広島県災害復興都市計画マニュアル」の活用などにより，市

町において地域の実情に応じた災害復興都市計画マニュアルの策定を図るなど，市町職員

の復興体制の強化や対応力を強化する取組を引き続き推進する。 

   ク 平時からの連携体制構築 

○ 在宅医療・介護連携や生活支援など，災害時においても関係者が必要な連携を円滑に図

れるよう，災害時支援の連携体制の構築を推進する。 

○ ライフライン施設の迅速な復旧により，県民生活の早期安定が図られるよう，多様なラ

イフライン事業者との相互協力体制を構築しておくよう努める。 
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ケ 地籍調査の推進 

○ 災害後の復旧・復興を円滑に進めるために土地境界を明確にしておくことが重要なため，

各市町において緊急性の高い地域で地籍調査が優先的に実施されるよう，引き続き各市町

に働きかけを行う。 

【具体目標】 

・地籍調査進捗率 

53.3％（R1） → 56.3％（R7） 

コ 建設業の担い手確保 

○ 建設産業は災害等発生時の被災地での緊急対応や遮断された交通網の復旧などを担って

いることから，地域の持続的な発展と安全・安心の確保を図るため，官民の役割の中で連

携して，経営改善に向けた支援や労働環境の改善に向けた取組等を実施することにより，

建設産業の担い手の中・長期的な育成・確保を引き続き推進する。 

サ デジタル技術を活用した生産性の向上 

○ ＡＩ／ＩｏＴなどのデジタル技術を最大限に活用し，効率的かつ効果的に公共土木施設

等を整備・維持管理するＩＣＴ活用工事やＢＩＭ／ＣＩＭを推進し，建設分野の更なる生

産性の向上を図る。 

   

５ 対策の推進等 

 各防災関係機関は，地震被害を軽減するため対策を主体的に推進するものとし，これらの対

策は，必要に応じて見直しを行う。 
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